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A-1
IoT
・
AI

株式会社アイズファクトリー
DX、データ解析（データ整備、DWH、
統計解析）、AI（深層学習、機械学
習）、IoT

AI 人材教育、データ解析、AI システム開
発、アルゴリズム研究、DX 総合支援

144,000 30 https://www.bodais.com

A-2
IoT
・
AI

株式会社アストロン IoT,AI、画像認識、組込制御ソフト ソフトウェアの開発および販売 10,000 36 https://www.astron.co.jp/

A-3
IoT
・
AI

株式会社EVTD研究所
IoT、AI、データ分析、次世代バッテリ
マネジメント、容量バラつき是正
(ACB)

カスタマイズなリチウムイオン蓄電池電源
の開発、試作、製造販売

53,000 4 https://evtd-lithiumionjp.jimdofree.com/

A-4
IoT
・
AI

ウエストユニティス株式会社 スマートグラス、ウェアラブル、遠隔支
援

産業向けウェアラブルデバイスのハード
ウェアとソフトウェアの企画、開発、製造、
販売等

95,000 32 https://www.westunitis.co.jp/

A-5
IoT
・
AI

株式会社VRAIN Solution 画像解析、データ分析、音声解析等
の DX 構築支援 AI 画像検査システム「Phoenix」の販売 9,900 40 https://vrain.co.jp/

A-6
IoT
・
AI

株式会社AI Dynamics Japan 画像解析、組込ソフトウェア、カメラ、
センサ、LiDAR

カメラ向け AI アプリ販売、エッジデバイス
組込 AI 受託開発、AI 内製ツール

100 12 https://aidynamics.jp

A-7
IoT
・
AI

株式会社EnergyColoring 商工業分野向けスマホな AI 電流計 電流波形 AI とスマートフォン IoT を用いた
消費電力内訳クラウドサービスの開発運営

4,000 12 https://www.energy-coloring.com/

A-8
IoT
・
AI

株式会社オンザウェイ
AI カメラ、姿勢推定、人流把握、DX、
データ収集、レンタル、サブスクリプ
ション

業務用無線機と AI カメラの販売、リース、
レンタル、サービス＆サポート

60,000 50 http://www.ontheway.co.jp/

A-9
IoT
・
AI

株式会社カイ
画像認識、画像解析、画像処理、
ﾃﾞｰﾀ分析、ディープラーニング、高速
計算アルゴリズム

医療、科学技術系ソフトウェア開発、AI、機
械学習、画像処理

19,000 17 https://www.chi.co.jp/

A-10
IoT
・
AI

株式会社クラフトワーク
組み込みソフトウェア、DX フレーム
ワーク、アプリ、AI（エッジ AI）、タブ
レットアプリ

ソフトウェア受託開発事業 25,000 43 http://www.craft-server.co.jp

A-11
IoT
・
AI

株式会社シーデックス
RFID、AI、DX、IoT、M2M、無線通
信、画像認識、自動認識、組み込み、
解析、高周波

電子機器の受託設計 および RFID、AI、
DX 支援システムの開発販売

40,000 60 https://www.cdex.co.jp/

A-12
IoT
・
AI

株式会社システム・サイエンス
ロボット開発、スマートグラス開発、
AR/VR

各種ソフトウェア開発、システム・エンジニ
アリング、ロボット開発

95,000 280 https://www.s-science.co.jp/

A-13
IoT
・
AI

泰興物産株式会社 プラスチック,金型、IoT、IoT 関連機
器の開発、試作

プラスチック製品の設計試作及び量産加
工、機械電子機器設計/試作/開発

10,000 10 https://www.tycoh.co.jp

A-14
IoT
・
AI

株式会社テクニカ 画像、音、振動、異常検知、物体検
知、セグメンテーション

AI によるデータ処理、システム開発、プリ
ント基板設計製造

30,000 19 http://www.tch2200.co.jp

https://www.bodais.com/
https://www.astron.co.jp/
https://evtd-lithiumionjp.jimdofree.com/
https://www.westunitis.co.jp/
https://vrain.co.jp/
https://aidynamics.jp/
https://www.energy-coloring.com/
http://www.ontheway.co.jp/
https://www.chi.co.jp/
http://www.craft-server.co.jp/
https://www.cdex.co.jp/
https://www.s-science.co.jp/
https://www.tycoh.co.jp
http://www.tch2200.co.jp/
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A-15
IoT
・
AI

東洋エレクトロニクス株式会社
電池レス、ビーコン、屋内位置情報、
所在管理、Bluetooth

電子機器、計装制御機器、舶用電子機器
の製造販売

200,000 111 https://www.sd.toyonics.co.jp

A-16
IoT
・
AI

日本アルゴリズム株式会社 画像解析、自然言語解析、テーブル
データ解析、強化学習 AI を用いたデータ処理、ソフトウェア開発 40,000 167 https://www.nalgo.co.jp/

A-17
IoT
・
AI

ハイラブル株式会社 音声処理、会議可視化、組織分析 対面とオンラインの会議の可視化クラウド
サービスの運用、提供

23,500 4 https://www.hylable.com

A-18
IoT
・
AI

ベストスキップ株式会社 位置情報、UWB、高精度、リアルタイ
ム

Web ベースの業務システム請負開発 30,000 50 https://www.bestskip.com/

A-19
IoT
・
AI

ヘルスセンシング株式会社
AI[Deep Learning]、BCG センサ、
IoT、睡眠解析、ストレス評価

センサ装置の製造販売 30,000 10 http://www.health-sensing.co.jp

A-20
IoT
・
AI

マイクロテクノロジー株式会社
IoT、デバイス開発、RTK_GNSS 端
末、DX 推進

組込 HW/SW 開発、業務・Web ソフト開
発、IoT クラウドプラットフォーム提供（開
発）

131,800 153 https://www.microtechnology.co.jp/

A-21
IoT
・
AI

ｕｇｏ株式会社
遠隔操作、自動化、デバイス、オーケ
ストレーション、自動巡回、アーム制
御、画像認識

遠隔操作と自動化の 2 つの制御方式を採
用した次世代型アバターロボットと業務 DX 
プラットフォーム

100,000 22 https://ugo.plus/

A-22
IoT
・
AI

株式会社ワイヤレスコミュニケーショ
ン研究所

UWB 位置測位、ビッグデータ、セン
サネットワーク、バイタルデータ

無線センサネットワーク、介護・医療向けシ
ステムの開発、プリント基板の設計・製造

10,000 8 https://www.j-wcl.com

シ-1
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社アートデータ
超音波、AI 解析、通信 ⇒警報発報
器（SilentHorn）

設計試作、音声解析、AI アプリ ⇒福祉介
護製品開発

98,000 7 http://www.artdata.co.jp

シ-2
システム

・
ソフト
ウェア

アイラボ株式会社
タブレット、手書き文字認識、手書き 
OCR 手書き文字認識エンジンの開発・販売 34,400 4 https://ilabo.biz/wp/

シ-3
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社AnchorZ 統合認証アルゴリズム、AI、セキュリ
ティ

行動的生体認証を活用した、統合認証ア
ルゴリズム「ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ認証技術」開発、
販売

197,499 11 https://anchorz.co.jp/

シ-4
システム

・
ソフト
ウェア

インターフェイス株式会社
USB ミドルウェア、ハイレゾオーディ
オ、LPWA/IoT ユニット、組み込み機
器受託開発

組み込み機器用ソフトウェア/ハードウェア
の受託開発、国内での量産製造事業

10,000 56 https://www.itf.co.jp/

シ-5
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社インプリム
プリザンター、ノーコード、ローコード、
DX、Web データベース、情報共有、
情報基盤

ローコード開発プラットフォーム”プリザン
ター”の開発、およびサービス提供

20,000 15 https://implem.co.jp/

シ-6
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社エイアールティ
グラフィック系技術、自社開発ツール
による GUI 開発、車載系デジタル
コックピット制作

ソフトウェアの受託開発、車載系システム
のソフトウェア評価

2,000 20 http://www.artinc.co.jp

https://www.sd.toyonics.co.jp/
https://www.nalgo.co.jp/
https://www.hylable.com/
https://www.bestskip.com/
http://www.health-sensing.co.jp/
https://www.microtechnology.co.jp/
https://ugo.plus/
https://www.j-wcl.com/
http://www.artdata.co.jp/
https://ilabo.biz/wp/
https://anchorz.co.jp/
https://www.itf.co.jp/
https://implem.co.jp/
http://www.artinc.co.jp/
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シ-7
システム

・
ソフト
ウェア

エイチエスティ・ビジョン株式会社 マシンビジョン（画像処理） マシンビジョン（画像処理）ソフトウエア、半
導体製造工程、プリント基板、医薬品

22,000 9 https://www.hst-vision.co.jp

シ-8
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社エクセス
メールセキュリティ、PPAP 対策、テレ
ワーク（VPN リモートアクセス）

インターネットサービスプロバイダー、イン
ターネットに係るシステム開発

10,000 2 https://www.xes.ne.jp

シ-9
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社エム・ソフト
XR（VR/AR/MR）、点検、メンテナン
ス、点群取得・解析、BIM、AI、組込
制御、画像処理

VR/AR 等を活用した製品・サービスの提
供、画像処理・組込みソフトウェア等の受
託開発

100,000 300 https://www.msoft.co.jp/

シ-10
システム

・
ソフト
ウェア

ENWA株式会社 高機能広域対応型 映像伝送システ
ム

高画質、高音質、低遅延、高セキュリティ、
操作性抜群、低価格 画像伝送システム

80,000 16 https://www.enwa.tv/

シ-11
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社カオピーズ
オフショア開発、画像認識、AI-OCR、
ブロックチェーン、AWS クラウド

オフショア開発、画像認識 AI 研究開発、ブ
ロックチェーン開発、AWS 導入支援

20,000 30 https://kaopiz.com/

シ-12
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社カレアコーポレーション 非接触、無拘束でバイタル・メンタル・
エモ－ショナル（感情）検知、見える化 アルゴリズムの提供 18,000 5 http://www.carea.jp/

シ-13
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社キサナドゥ
通信、制御、Windows、Linux、組込
み、C＃、C++ ソフトウェア開発、ファームウェア開発 10,000 12 http://www.j-xanadu.com/

シ-14
システム

・
ソフト
ウェア

京都EIC株式会社 PLC 計装、プロセス制御、IoT プラント向け計装、制御システムのエンジ
ニアリング、設計、製作、メンテナンス

30,000 42 https://kyotoeic.jp/

シ-15
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社クレアクト センサ、計測装置 海外センサ輸入販売 42,000 13 https://www.creact.co.jp/

シ-16
システム

・
ソフト
ウェア

国際ソフトウェア株式会社 情報システム開発、インフラ構築サー
ビスなど

業務アプリケーション開発、インフラサービ
ス

99,000 240 https://www.ksw.co.jp/

シ-17
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社コンピュータマインド
AI、機械学習、DeepLearning、3D 
点群、データ解析、画像処理、制御ソ
フト開発

ソフトウェア開発 20,150 160 https://www.compmind.co.jp/

シ-18
システム

・
ソフト
ウェア

Zion株式会社 Windows10 へのリニューアル・エミュ
レーション

生産 PC のリニューアル、生産用 IoT ハー
ドウェア及びソフトウェアの設計・開発・構
築

15,000 15 https://www.zions.co.jp/

シ-19
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社さきラボ
生産ライン、制御、情報化、可視化、
アプリ、IoT、AI、Web、PLC、ラズパ
イ、無線

インダストリー4.0 システムならびにシステ
ムに関連するソフトやハードの開発

2,700 2 https://さきラボ.jp

シ-20
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社JON 地番迅速調査、登記簿取得、担保管
理適正化、用地・不動産調査、ＡＰＩ シカクマップ、不動産インデックス、API 75,000 120 https://www.jon.co.jp/

https://www.hst-vision.co.jp/
https://www.xes.ne.jp/
https://www.msoft.co.jp/
https://www.enwa.tv/
https://kaopiz.com/
http://www.carea.jp/
http://www.j-xanadu.com/
https://kyotoeic.jp/
https://www.creact.co.jp/
https://www.ksw.co.jp/
https://www.compmind.co.jp/
https://www.zions.co.jp/
https://さきラボ.jp/
https://www.jon.co.jp/
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シ-21
システム

・
ソフト
ウェア

ジャパンラーニング株式会社 CO2 排出量の算出、管理、低減支援 教育・システム、ソフトウェア開発 10,000 10 https://www.japan-learning.co.jp/

シ-22
システム

・
ソフト
ウェア

スマートインプリメント株式会社 自動車制御関連、MaaS 関連
制御ソフト開発、車両 HMI 開発（コックピッ
ト等）、通信、AWS、ROS 関連

10,000 208 https://www.smart-implement.co.jp/

シ-23
システム

・
ソフト
ウェア

ゼニット株式会社
ハッシュ、クラウドサーバー、セキュリ
ティー、IOT、個人情報

インターネット業務クラウドサービス 3,000 3 https://zenit.co.jp

シ-24
システム

・
ソフト
ウェア

有限会社創造デザイン
現場技術者育成 DX、映像マニュア
ル作成、作業比較分析、遠隔現場技
術支援

製造業向け技術者育成用パッケージソフト
開発

3,000 5 https://sozodg.com

シ-25
システム

・
ソフト
ウェア

東洋システム株式会社 IOT センサ、遠隔自動制御、AI 分
析、画像解析

AI を利用したデータ処理、システム開発 50,000 165 https://www.toyosystem.co.jp/

シ-26
システム

・
ソフト
ウェア

トーテックアメニティ株式会社 ソフトウェアテスト、テスト自動化、第
三者検証

ソフトウェアの評価・検証、ソフトウェアの品
質改善支援

100,000 2647 https://www.totec-validation.jp/

シ-27
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社トランスコア 水及び土砂移動のセンシング 光ファイバおよび無線センシング製品の製
造販売

3,000 4 https://www.transcore.co.jp/

シ-28
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社日本生工技研 作業分析・作業改善及び、手順書・動
画マニュアル作成 ― 10,000 11 https://www.jiet.co.jp/index.php

シ-29
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社バーネット 業務システム、進捗管理、バーコード
高速認識、業務改善、アプリ

業務システムの企画・設計・開発・保守、ス
マホ・タブレットのアプリ開発

1,000 23 https://www.barnet.co.jp

シ-30
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社バイオネット研究所
OWAS 法､TEM､STEM､セグメン
テーション､ 画像解析､AI 画像処理､3 
次元計測、組込システム

計測システムの受託開発、計測システム販
売

82,500 7 https://bio-net.co.jp

シ-31
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社東日本技術研究所 PLC 通信、電気制御
設備監視制御ｿﾌﾄｳｪｱ開発事業、基幹系情
報ｿﾌﾄｳｪｱ開発、SI 事業、ﾏｲｺﾝ応用
ｿﾌﾄｳｪｱ開発事業

50,000 750 https://www.tounichi-g.co.jp

シ-32
システム

・
ソフト
ウェア

福島コンピューターシステム株式会
社

クラウド(Azure、AWS)、IoT、Java、
JavaScript、C#、C、Python、VB、
Cobol

業務系システム、制御・組込系システム等
の受託開発、技術者派遣、コンサルティン
グ

20,000 314 https://www.fcs.co.jp/

シ-33
システム

・
ソフト
ウェア

プログレス・テクノロジーズ株式会社
上流システム設計、制御モデル開
発、機械設計、ソフトウェア設計、
WEB システム開発

設計開発支援 260,000 553 https://progresstech.jp/

シ-34
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社ミューテック
ＥＶモータ、高速モータ、低損失高効
率、小型高出力、電磁鋼板、ベクトル
磁気特性

ベクトル磁気特性解析による低鉄損モータ
開発支援

10,000 5 https://www.mutec.org/

https://www.japan-learning.co.jp/
https://www.smart-implement.co.jp/
https://zenit.co.jp/
https://sozodg.com/
https://www.toyosystem.co.jp/
https://www.totec-validation.jp/
https://www.transcore.co.jp/
https://www.jiet.co.jp/index.php
https://www.barnet.co.jp/
https://bio-net.co.jp/
https://www.tounichi-g.co.jp/
https://www.fcs.co.jp/
https://progresstech.jp/
https://www.mutec.org/
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シ-35
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社楽堂 ソフトウェア開発、第三者検証、テスト
自動化、評価、検査

ソフトウェア開発及び第三者検証、RPA、
テスト自動化関連対応

10,000 15 http://www.rakudou.co.jp/

シ-36
システム

・
ソフト
ウェア

株式会社リーシス
非接触、画像処理、顔認識、入力イン
ターフェース、インタラクティブ、空間
演出

産業用 PC の販売及びソフトウェア受託開
発

20,000 5 http://www.rss-dev.co.jp

電-1

電気
・

電子
・

光学

株式会社アートレイ 産業用カメラ、紫外線カメラ、近赤外
線カメラ、特注、開発

画像処理関連機器の開発製造販売、画像
処理関連ソフトウェアの開発販売

55,000 25 https://www.artray.co.jp

電-2

電気
・

電子
・

光学

アドバンスデザインテクノロジー株式
会社

センサ、制御、信号処理、画像解析、
デバイス(FPGA 等)設計

LSI・FPGA 搭載製品・試作の開発（ソフト
開発含む）

40,000 75 https://www.adte.co.jp

電-3

電気
・

電子
・

光学

株式会社アトム精密 産業機器、産業装置、FA、自動化、
制御機器

産業機器（半導体、自動車、医療、食品等）
の設計、調達、製造、据付け等

90,000 70 https://atom-group.co.jp/

電-4

電気
・

電子
・

光学

株式会社有明電装 避難誘導灯・電源装置・無機 EL・イン
バータ・イルミネーション・グラフェン

計測機器・電源装置・電子機器開発・設計
製造・無機 EL 製造・基盤回路設計

10,000 29 https://www.ariake-d.co.jp/

電-5

電気
・

電子
・

光学

アルウェットテクノロジー株式会社 振動計測、微小変位計測、遠隔計測 衛星・航空機搭載合成開口レーダー及び
その画像処理、振動可視化レーダー

10,000 13 https://altek.jp/

電-6

電気
・

電子
・

光学

AAポータブルパワー株式会社 カスタム電池パック、BMS、リチウム
電池、小ロット

カスタム電池パック製作、電池研究用機器
・材料の販売

9,500 4 https://www.batteryspace.jp/

電-7

電気
・

電子
・

光学

株式会社エイチ・アイ・デー 産業用ロボット、画像処理を使用した
自動化設備

ロボット設備、自動化設備、開発・設計サー
ビス、アプリケーションソフト開発

10,000 91 http://www.kk-hid.co.jp/

電-8

電気
・

電子
・

光学

株式会社エイト電子
制御盤製作、ハーネス製作、基板製
作、回路設計、機構設計、基板組込
ソフト

制御装置、基板の設計、組立配線業務、
ハーネス製作

30,000 48 http://www.eito-denshi.co.jp/

電-9

電気
・

電子
・

光学

エーエルティー株式会社 オプトメカトロニクス、レーザ、光学設
計、センサ、パターンプロジェクター

レーザ応用製品、開発、設計、製作、サー
ビス

22,000 15 https://www.alt.co.jp/

電-10

電気
・

電子
・

光学

株式会社エスクラフト 特別仕様のアクチュエーター 電磁アクチュエーターの開発 11,300 10 https://www.scraft.jp/

電-11

電気
・

電子
・

光学

オクト産業株式会社 産業機器開発、電池/製品評価試験、
リチウムイオン電池ユニット設計

産業機器開発、製造、電気製品評価、リチ
ウムイオン電池ユニット設計、製造、評価

非公開 非公開 http://www.octo.co.jp/index.html

電-12

電気
・

電子
・

光学

株式会社オプティカルソリューション
ズ

拡散板、レンズ、光学設計、シミュ
レーション、鏡筒、切削、成形、樹脂、
ガラス

レンズ拡散板®：ＬＳＤの販売、レンズ設
計、光学シミュレーション

10,000 8 https://www.osc-japan.com/

http://www.rakudou.co.jp/
http://www.rss-dev.co.jp/
https://www.artray.co.jp/
https://www.adte.co.jp/
https://atom-group.co.jp/
https://www.ariake-d.co.jp/
https://altek.jp/
https://www.batteryspace.jp/
http://www.kk-hid.co.jp/
http://www.eito-denshi.co.jp/
https://www.alt.co.jp/
https://www.scraft.jp/
http://www.octo.co.jp/index.html
https://www.osc-japan.com/
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電-13

電気
・

電子
・

光学

株式会社オプトクエスト
光学設計、機構設計、光学薄膜、
レーザ技術、精密実装技術、電子制
御

光通信部品製造、レーザ応用機器、光学
薄膜、光システム受託

100,000 58 https://www.optoquest.co.jp/

電-14

電気
・

電子
・

光学

株式会社オプトゲート
偏光イメージングシステム、偏光分割
計測、光回路設計、電子回路設計、
ソフト開発

光システム及び光測定機の設計及び開発 10,000 12 https://www.greenkonnect.co.jp

電-15

電気
・

電子
・

光学

京西電機株式会社 産業用制御機器、各種電源開発・製
造、ｱｰﾄﾜｰｸ設計

基板実装、ユニット品生産、カスタム電源、
電気・構造・基板設計

45,000 150 http://www.kyosai.co.jp/

電-16

電気
・

電子
・

光学

株式会社協和富士 ケーブル加工・ハーネス加工・制御盤
設計・制御盤製作

半田付け・圧着・圧接等のケーブル加工、
ユニット製作、制御盤設計・製作

40,000 60 http://www.kyowafuji.co.jp

電-17

電気
・

電子
・

光学

株式会社ケイ・オール 部品(半導体)リユース 部品実装、リワーク、改造、基板設計 10,000 80 https://www.kei-all.co.jp/

電-18

電気
・

電子
・

光学

ケーディークロート株式会社 各種機器をトータルにワンストップで
設計開発、製造いたします

電子機器、医療機器、バイオ関連機器等
の受託設計開発、製造

10,000 25 http://www.kd-9610.jp/

電-19

電気
・

電子
・

光学

株式会社ケミトックス
全固体電池、二次電池、蓄電池、リチ
ウムイオン電池、太陽光発電、パワー
デバイス

二次電池性能評価、太陽光発電、パワー
デバイス信頼性評価、UL 申請

49,000 53 https://www.chemitox.co.jp/

電-20

電気
・

電子
・

光学

坂口電熱株式会社 産業用ヒーター、温度センサー、制御
機器、電熱部材、断熱材

産業用ヒーター、温度センサー、制御機
器、電熱部材・断熱材の開発・設計・製造・
販売

460,000 153 http://www.sakaguchi.com

電-21

電気
・

電子
・

光学

山陽精工株式会社
高精度加工、難削材加工、組立製
造、医療機器設計･製造、OEM、
ODM

精密部品加工･組立､医療機器 
OEM･ODM、法規制対応サービス､高温観
察装置開発･製造･販売

25,000 118 https://sanyoseiko.co.jp/

電-22

電気
・

電子
・

光学

株式会社シーアイエス
産業用カメラ、画像処理ソフトウェア、
アルゴリズム開発、ライセンス供与、
画素ずらし

産業用カメラの製造・販売、画像処理ソフト
ウェア・アルゴリズムの開発、ライセンス販
売

90,000 96 https://www.ciscorp.co.jp/

電-23

電気
・

電子
・

光学

株式会社システムクラフト
組み込みシステム[ハード・ソフト設計/
製作]、ロボット設計/製作、PLC 設計

デジタル設計、基板設計、筐体設計/制御
ソフト、通信系ソフト/ロボット設計製作/PLC 32,000 25 https://www.scinet.co.jp/

電-24

電気
・

電子
・

光学

株式会社翔エンジニアリング
超省電力 IoT、バックスキャタ通信、
微小電力・高効率 RF/DC 変換、太
陽電池装荷高効率アンテナ

無線送受電デバイス・機器設計、開発、製
造、無線送電受電応用システム開発支援

3,000 3 http://www.sho-eng.co.jp/

電-25

電気
・

電子
・

光学

株式会社清和光学製作所 顕微鏡、特殊対物レンズ、テレセント
リックレンズ、検査装置 光学機器設計製造 99,000 110 https://www.seiwaopt.co.jp/

電-26

電気
・

電子
・

光学

セキアオイテクノ株式会社 開発設計、部品代替設計 メカ・エレキ・ソフト設計、基板実装、製品組
立

100,000 362 https://www.sekiaoi.jp/

https://www.optoquest.co.jp/
https://www.greenkonnect.co.jp/
http://www.kyosai.co.jp/
http://www.kyowafuji.co.jp/
https://www.kei-all.co.jp/
http://www.kd-9610.jp/
https://www.chemitox.co.jp/
http://www.sakaguchi.com/
https://sanyoseiko.co.jp/
https://www.ciscorp.co.jp/
https://www.scinet.co.jp/
http://www.sho-eng.co.jp/
https://www.seiwaopt.co.jp/
https://www.sekiaoi.jp/
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電-27

電気
・

電子
・

光学

株式会社第一機電 電源、電気、機構設計、制御、加熱装
置

結晶育成装置、高温加熱装置、高周波電
源、工業炉等の設計製造販売

97,000 47 https://www.d-kdn.co.jp/

電-28

電気
・

電子
・

光学

タイヨー電子株式会社
メカトロニクス、機械設計、制御、シー
ケンス（PLC）、エンジニアリングサン
プル

メカトロニクス機器、医療機器、研究開発関
連製品の開発・製造

10,000 11 http://www.taiyo-denshi.co.jp/

電-29

電気
・

電子
・

光学

竹中電子工業株式会社
ニッチ製品多数、各種センサによる省
力化、防災、安全対策、防爆、液面、
透明体、特殊波長、等

光電子センサ、超音波センサ等、各種セン
サの開発、販売 (創業 63 年のセンサ専業
メーカー)

45,000 120 https://www.takex-elec.co.jp

電-30

電気
・

電子
・

光学

株式会社田原電機製作所
電気、機構設計、PLC ｿﾌﾄ開発、回
路設計、組込ソフト開発、基板実装、
ユニット組配 等

各種監視制御システムの構築、マイコン応
用機器の受託開発

40,000 82 https://www.tahara.co.jp/

電-31

電気
・

電子
・

光学

株式会社超音波機器システム
超音波プラスチック溶着機、超音波金
属接合機、超音波加工機、超音波洗
浄機

超音波技術を基軸とした産業機器 9,900 5 https://highpower-ultrasonic.co.jp

電-32

電気
・

電子
・

光学

株式会社ディジ・テック 無線技術
デジタルメジャー、計測器 Bluetooth 化、
DX 化推進機器

98,000 21 https://www.digi-tek.com/

電-33

電気
・

電子
・

光学

株式会社テクノシステム 組立、配線、制御、基板、設計 電子機器の組立配線。板金制作 10,000 30 http://www.tech-sys.co.jp

電-34

電気
・

電子
・

光学

テクノブレーンズ株式会社 構造設計、メカ設計、熱解析、試作製
造

コンピュータ機器、情報通信機器、FA 機器
などの設計開発及び試作

10,000 40 http://www.technobrains.co.jp/

電-35

電気
・

電子
・

光学

株式会社テクノメイト スラリー供給装置、薬液供給装置、
リークデテクタ装置、高圧ポンプ 流体制御機器の設計、製作 18,040 18 https://www.technomate.co.jp/

電-36

電気
・

電子
・

光学

株式会社ニイヅマックス センサー、電気・機構設計、各種設計
・製作 省力化機器、産業用装置の設計・製作 13,000 24 https://www.niizumax.co.jp

電-37

電気
・

電子
・

光学

日本蓄電器工業株式会社
バックアップ電源、独立電源、長寿
命、メンテナンスフリー、IoT、キャパ
シタ搭載

各種蓄電デバイス用アルミニウム集電極
材の製造販売、電源装置の開発製造販売

457,030 157 https://premium.ipros.jp/jcc-foil

電-38

電気
・

電子
・

光学

ハヤシレピック株式会社 半導体組立、厚膜印刷、クリーン洗浄 照明装置、電動ドライバー、電子クーラー
製造販売、プレス加工、半導体組立

50,000 285 https://www.h-repic.co.jp/

電-39

電気
・

電子
・

光学

ビーンズユー株式会社 リチウムイオン二次電池パック エネルギー事業（リチウムイオン二次電池
パックの設計、試作、量産、評価、解析）

10,000 47 https://beansyou.co.jp/

電-40

電気
・

電子
・

光学

富士プリント工業株式会社 プリント基板の小中ロット、多品種、短
納期、試作 プリント基板設計、製造、実装 99,800 74 https://www.fujiprint.com

https://www.d-kdn.co.jp/
http://www.taiyo-denshi.co.jp/
https://www.takex-elec.co.jp/
https://www.tahara.co.jp/
https://highpower-ultrasonic.co.jp/
https://www.digi-tek.com/
http://www.tech-sys.co.jp/
http://www.technobrains.co.jp/
https://www.technomate.co.jp/
https://www.niizumax.co.jp/
https://premium.ipros.jp/jcc-foil
https://www.h-repic.co.jp/
https://beansyou.co.jp/
https://www.fujiprint.com/
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電-41

電気
・

電子
・

光学

プランスタッフ株式会社 電気、機構設計 受託開発設計、技術者人材派遣、受託生
産、技術支援コンサルティング

26,800 20 https://www.planstaff.co.jp/

電-42

電気
・

電子
・

光学

山下マテリアル株式会社 高周波、高速伝送、大電流、高耐熱、
薄型化 プリント基板設計、製造、実装、組立 250,000 134 https://www.yamashita-net.co.jp/

電-43

電気
・

電子
・

光学

株式会社友伸エンジニアリング 受配電盤、制御盤、監視盤、操作盤、
機側盤、ソフトウェア

配電盤、制御盤、監視盤、操作盤、機側盤
の設計・製作・開発

100,000 131 http://www.yushin.co.jp/

電-44

電気
・

電子
・

光学

Link T&B 株式会社 SDGs、脱炭素、省エネ、電源、パワ
コン、ＥＶ急速充電、バッテリー

パワエレ機器の受託開発・研究、技術支援 9,000 3 https://www.linktab.jp

電-45

電気
・

電子
・

光学

ワッティー株式会社 熱に関するトータルソリューション、あ
らゆる液面をセンシング

産業用ヒータ、温度センサ、レベルセンサ
の開発・製造・販売

95,000 163 http://www.watty.co.jp

加-1 加工 アートビーム有限会社 試作、超微細加工、表面処理 精密板金試作、MS コーティング、超微細
放電加工、その他金属加工

20,000 43 https://www.artbeam.co.jp/

加-2 加工 株式会社アイザック 大型鈑金 大型板金、総合板金、機械加工、塗装、
メッキ、処理、その他

10,000 17 https://www.cc-isac.jp/

加-3 加工 株式会社葵製作所 大型筐体、精密板金、溶接
①各種大型筐体、フレーム、架台の板金加
工 ②各種シャーシ、ケース類の精密板金
加工

10,000 20 https://www.aoi-ss.co.jp/

加-4 加工 株式会社アジャスト 金属、樹脂、加工一括受託
金属、樹脂の機械加工品製造、販売、ね
じ、締結部品の販売、冷凍車用間仕切り板
製造

5,000 13 https://www.adjnet.co.jp

加-5 加工 アダマンド並木精密宝石株式会社 難加工材研削研磨、微細穴加工、
フェムト秒レーザー、異種素材の接合

工業用宝石部品、光通信部品、DC コアレ
スモーター、医療装置他 精密部品の製造・
販売

100,000 550 https://www.ad-na.com/

加-6 加工 株式会社東電工舎 すべらない表面処理 硬質クロムめっき、装飾クロムめっき 10,000 6 http://www.azuma-p.co.jp

加-7 加工 アポロ株式会社 タングのない画期的なインサート。作
業の効率化を実現。

雌ねじの補強材。アルミなど軟らかい母材
に対して確実で強力な締結部材。

100,000 7 http://www.apollo-coil.co.jp

加-8 加工 株式会社荒井製作所
自社配合設計ゴムを用いた、高機能
シール部品、ダンパー、NV 低減、OA 
用ロール

ゴム、PTFE、ゴムと金属や PTFE を加硫
接着した製品、主にシール部品の製造・販
売

100,000 180 https://www.arai-net.com

加-9 加工 株式会社アリエル ３Ｄプリンター クラウド造形® ３Ｄ造形サービス 10,000 10 https://ariel-inc.jp

https://www.planstaff.co.jp/
https://www.yamashita-net.co.jp/
http://www.yushin.co.jp/
https://www.linktab.jp/
http://www.watty.co.jp/
https://www.artbeam.co.jp/
https://www.cc-isac.jp/
https://www.aoi-ss.co.jp/
https://www.adjnet.co.jp/
https://www.ad-na.com/
http://www.azuma-p.co.jp/
http://www.apollo-coil.co.jp/
https://www.arai-net.com/
https://ariel-inc.jp/
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加-10 加工 株式会社有我工業所 金属３D 造形、金属焼付塗装、産業
用照明装置

金属３D 造形、金極焼付塗装、３DCAD 設
計、光学設計、紫外線露光機、機械設計

20,000 20 http://kk-ariga.co.jp

加-11 加工 株式会社伊東NC工業
試作、少量多品種の量産、鉄・アル
ミ、ステンレス、鋳造品加工、測定

試作開発品から、少量多品種の量産まで
一貫製作 鋳造等の粗材からの製作も可能

10,000 24 http://www.ito-nc.com

加-12 加工 株式会社内野精工
複合旋盤を主に豊富な設備で手のひ
らに乗るサイズならどんな素材も形に
します

医療機器、光学、空気圧真空、半導体製造
装置、音響関係部品、金型部品等の精密
切削および組立て

90,000 80 http://www.uchinoseiko.co.jp

加-13 加工 株式会社エグザップ
「高精度マシニングを極める」～小径
工具による精密切削、極小径穴あけ
加工～

精密切削加工 8,000 11 http://www.exap.biz

加-14 加工 株式会社エポゾール 雄金型だけ成形する『でぃっぷ成形』 軟質プラスチックで成形キャップ＆コーティ
ング

10,000 6 https://epsol-ota.com/

加-15 加工 株式会社エレナ
ケーブル加工、ワイヤーハーネス製
造 半田、圧接、圧接

各種加工技術を要するケーブル加工、ワイ
ヤーハーネス製造

14,800 50 https://www.kk-elena.jp/

加-16 加工 オーエフテクノ株式会社 薄膜の撥水、撥油、非粘着、超親水
コーティングのご提供

プラズマを使った非粘着コーティングの受
託加工

7,000 4 http://www.ohf-techno.co.jp

加-17 加工 株式会社オーディーケー
単品少ロット、板金、タンク、パイプ曲
げ、パイプレーザー、SUS、AL、TIG 
溶接

板金加工、パイプ曲げ加工、パイプレー
ザー加工、架台、タンク

10,000 20 http://www.odkss.com/

加-18 加工 株式会社鬼塚硝子 ガラスと異種材料との接合技術、ガラ
ス精密加工技術

理化学ガラス部品、工業ガラス製品、ガラ
スセル（キュベット）、小型 X 線管

30,000 60 http://www.onizca.co.jp

加-19 加工 株式会社開工精機製作所
軸物切削、旋削、高精度切削、難削
材加工、汎用旋盤、少量生産、試作
加工

金属部品切削加工（軸物旋削、及び、付随
するミーリング加工）

10,000 6 https://kaiko-seiki.jp/

加-20 加工 梶原機械株式会社
金属、ステンレス、樹脂加工、精密板
金、表面処理、めっき、難削材工、加
工一括受託

産業ロボット向け部品・半導体装置向け部
品の製造、医療機器関連部品の試作・量
産、 航空宇宙関連部品の試作・量産、イン
テリア関連部品の試作・量産 研究・試験装
置の試作

10,000 10 http://kajiwara-kikai.com/

加-21 加工 カネパッケージ株式会社 梱包、設計、物流、医療、人材派遣 各種緩衝材、設計、試験、販売 50,000 120 https://www.kanepa.co.jp/

加-22 加工 有限会社川久保製作所 機械加工、製缶加工、フレーム製作、
精密板金加工、架台

歪みの少ない製缶加工、細かい部品の精
密板金、高度な溶接技術を用いたフレーム
製作

5,000 10 http://www.kawakubo.co.jp

加-23 加工 株式会社河村機械工業所 プレス加工 金属プレス加工（絞り、打ち抜き、曲げ） 64,000 50 https://www.kawamura-kikai.co.jp/

http://kk-ariga.co.jp/
http://www.ito-nc.com/
http://www.uchinoseiko.co.jp/
http://www.exap.biz/
https://epsol-ota.com/
https://www.kk-elena.jp/
http://www.ohf-techno.co.jp/
http://www.odkss.com/
http://www.onizca.co.jp/
https://kaiko-seiki.jp/
http://kajiwara-kikai.com/
https://www.kanepa.co.jp/
http://www.kawakubo.co.jp/
https://www.kawamura-kikai.co.jp/
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加-24 加工 関西電子株式会社 吸油、吸音、フィルター、断熱、保温、
吸水、保水等のソリューション

量産型ナノファイバー溶融紡糸装置とその
アプリケーションの企画、開発、製造、販売

10,000 10 https://www.kansaidenshi.co.jp/

加-25 加工 旭栄研磨加工株式会社 試作、ガラス、アライメント、微小部
品、マイクロ流路 石英加工部品 18,850 12 https://kyokuei-kenma.co.jp/

加-26 加工 金属技研株式会社 接合、拡散、セラミックス、異種金属、
熱交換器、半導体 金属接合 288,000 411 https://www.kinzoku.co.jp/

加-27 加工 久保金属株式会社 軽量化、熱対策、異種金属接合 精密加工（光学・医療・産業機器） 19,600 7 www.kubo-kinzoku.com

加-28 加工 株式会社クボプラ 樹脂加工専門業で培った経験値によ
るベストな加工方法の選択 プラスチック加工品 20,000 27 https://www.kubopura.com/

加-29 加工 株式会社ケンコー
金属、樹脂、加工一括受託、切削、研
削、微細加工、小物加工、出荷検査
データ添付

NC 旋盤、マシニングセンタ等による精密
部品試作製作、治具部品製作

15,000 11

加-30 加工 有限会社小池製作所 金属加工、精密加工、高精度、薄物
加工、細物加工、微細加工 精密部品機械加工 3,000 4 https://www.koike-s-s.com

加-31 加工 晃信工業有限会社 フロックポーラスシート、フロックポー
ラスパイプ

樹脂製多孔質体（プラスチックフィルター）
製造加工

3,000 5 https://www.kousin-industry.jp/

加-32 加工 株式会社弘和電材社 500 台の端子圧着設備と、50 年のノ
ウハウ

ワイヤーハーネス、ケーブル加工 30,000 97 http://www.kowagroup.co.jp/

加-33 加工 有限会社コスモ精密 金属微細加工 マシニングセンター（5 軸含む）を使用した
試作、小ロット品の微細切削加工

3,000 15 http://www.kinzoku-sisaku.co.jp

加-34 加工 コダマコーポレーション株式会社
金属・樹脂加工/真空注型・簡易金型
成形/難削材加工/チタン・ハステロイ
加工

自動車業界や半導体装置 少量多品種（試
作開発品やワンオフ品）の部品供給

63,000 152 https://www.kodamacorp.co.jp/

加-35 加工 篠原工業株式会社
プレス加工、金型、精密、薄板、バレ
ル、めっき、テーピング、廃業業者の
金型

金属プレス加工業（薄板、精密）、金型作
成、金型預かり加工

24,000 20 http://www.sinohara.co.jp

加-36 加工 株式会社志村精機製作所 微細切削加工、難削材加工、高精度
加工、複雑形状加工 金属・樹脂の切削加工、射出成形 10,000 60 https://shimuraseiki.co.jp/

加-37 加工 株式会社新栄スクリーン 導光板、拡散板、機能性印刷、LED 
面発光ユニット

スクリーン印刷、ディスプレイ製品、イベント
製品に付帯する製品の設計、製造、販売

10,000 9 https://www.shineiscreen.com/

https://www.kansaidenshi.co.jp/
https://kyokuei-kenma.co.jp/
https://www.kinzoku.co.jp/
http://www.kubo-kinzoku.com
https://www.kubopura.com/
https://www.koike-s-s.com/
https://www.kousin-industry.jp/
http://www.kowagroup.co.jp/
http://www.kinzoku-sisaku.co.jp/
https://www.kodamacorp.co.jp/
http://www.sinohara.co.jp/
https://shimuraseiki.co.jp/
https://www.shineiscreen.com/
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加-38 加工 株式会社慎研工業 ステンレス製缶、TIG 溶接、バフ研
磨、真空チャンバー、ケミカル容器

TIG 溶接、バフ研磨を中心にしたステンレ
ス製缶

4,000 19 https://www.y-shinken.co.jp/

加-39 加工 伸和商工株式会社 不溶性電極、薄膜加工、スクリーン印
刷 不溶性電極、薄膜加工、スクリーン印刷 10,000 7 https://shinwa-shk.co.jp

加-40 加工 株式会社セキコーポレーション 外観部品案件 精密プレス部品、組立、金型製作 80,000 100 http://www.seki-corp.co.jp

加-41 加工 株式会社世田谷製作所 金属、ステンレス、汎用機、長尺、小
径、シャフト、台形ネジ

汎用機旋盤を用いた切削加工、フライス加
工、長尺台形ネジ加工

90,000 70 http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/

加-42 加工 株式会社ゼン
メカ設計、エレキ設計、切削加工、ワ
イヤ-加工、放電加工、各種表面処
理、金型成型

治工具設計製造、部品加工、小ロット生
産、試作品製作、3D プリンタ

45,000 80 http://www.zen.co.jp

加-43 加工 SOLIZE株式会社
3D プリンター、AM 技術、LT 短縮・コ
スト削減、少量量産、高付加価値設
計、柔軟な生産体制の構築

デジタルツールを駆使する設計開発支援、
3D プリンターによる試作品・最終製品製作
など

非公開 1814 https://www.solize.com/

加-44 加工 太陽パーツ株式会社
金型代 50 万～、ロット 50 個からの
小ロットダイカスト/金型を使った合理
化提案

ダイカスト、ロストワックス、プレス、切削、
組立

30,000 100 https://www.taiyoparts.co.jp/

加-45 加工 高井電機株式会社 石英、ガラス加工、硝子溶接、硝子研
削

石英、ほうけい酸硝子等の火加工、研削加
工、プレス加工、石英材料の販売

20,000 75 http://www.takaidenki.co.jp/

加-46 加工 立川精密工業株式会社 難削材加工、複雑形状部品加工、精
密部品加工、一括受託

難削材の精密加工を中心とした航空、宇宙
機器用部品製造

10,000 64 http://www.tachikawa-sk.co.jp

加-47 加工 タマチ工業株式会社 金属 3D プリンタ、切削・研削加工、
レーザー微細加工、試作～中量生産

モータースポーツエンジン部品加工、次世
代自動車開発部品加工、医療機器製作

20,000 120 http://www.tamachi.jp

加-48 加工 超音波システム研究所 超音波、音圧測定、音圧解析、洗浄、
攪拌、加工、溶接、表面処理

超音波（音圧測定解析、発振制御）システ
ムの製造販売、コンサルティング

5,000 2 http://ultrasonic-labo.com/

加-49 加工 株式会社ティケイワイプロダクツ 金属、ステンレス、難削材加工、表面
処理、鍍金

半導体製造装置部品、航空、宇宙用電子
部品、ロボット、その他精密機械加工

12,000 23 http://tky-products.co.jp

加-50 加工 株式会社テックラボ CFRP, カーボン、コンポジット CFRP 部品、軽量化構造、軽量化部品 10,000 18 https://www.techlab-coltd.com

加-51 加工 東洋ドライルーブ株式会社 表面処理 固体被膜潤滑剤・機能性被膜の製造・開発
・コーティング受託加工

375,956 130 https://www.drilube.co.jp/

https://www.y-shinken.co.jp/
https://shinwa-shk.co.jp/
http://www.seki-corp.co.jp/
http://www.setagaya-seisakusyo.co.jp/
http://www.zen.co.jp/
https://www.solize.com/
https://www.taiyoparts.co.jp/
http://www.takaidenki.co.jp/
http://www.tachikawa-sk.co.jp/
http://www.tamachi.jp/
http://ultrasonic-labo.com/
http://tky-products.co.jp/
https://www.techlab-coltd.com/
https://www.drilube.co.jp/
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加-52 加工 株式会社東和製作所 永久磁石の加工、磁気回路の組立、
設計

製造装置に用いる磁気部品(半導体製造
装置、モータ、測定器など) 12,000 30 http://www.towa-inc.co.jp

加-53 加工 徳力精工株式会社 設計、板金、切削加工、組立、保守メ
ンテ

産業機器、情報通信機器、業務用ゲーム
機器の製造

24,000 150 https://www.tokurikiseiko.co.jp

加-54 加工 株式会社日興製作所 ハーネス加工、基板実装、組立加工 ハーネス加工 65,000 83 https://www.nikko-seisaku.co.jp/

加-55 加工 日本コーティング工業株式会社 セラミック溶射による耐摩耗、絶縁、
耐熱、耐腐食

溶射法によるセラミックおよび金属コーティ
ング

20,000 68 https://www.nipponcoating.co.jp

加-56 加工 日本フォーミング株式会社
マルチフォーミング、NC フォーミン
グ、線材、板材、異形材、複雑形状、
スプリングバッグ

マルチフォーミング加工、NC フォーミング
加工

10,000 24 http://www.forming.jp/

加-57 加工 株式会社パパス ㈱パパスは金属加工全般を自社工場
でトータルマニュファクチャリング 金属加工 10,000 150 http://www.papas-kk.co.jp

加-58 加工 BNS Medicals株式会社 微細加工、マイクロニードル 医療機器開発 3,000 4 http://www.bnsmedicals.com/

加-59 加工 株式会社久松機工 FSW 摩擦攪拌接合 金属加工業 25,000 48 http://hisamatsukikou.biz/

加-60 加工 深田パーカライジング株式会社
溶融亜鉛めっき、電気亜鉛鍍金、ス
ズめっき、銀鍍金、半田めっき、鉛
めっき

表面処理業(溶融亜鉛めっき、電気めっき
等) 10,000 65 http://www.fukadaparker.co.jp

加-61 加工 藤精機株式会社 精密板金加工、装置設計、大物組立
OEM 事業（精密板金、プレス加工、金型、
機械加工、製缶、装置組立）、ODM 事業
（設計～加工/組立）］

10,000 91 http://fuji-seiki.com/jp/

加-62 加工 株式会社不二製作所 α処理、シリウス加工
エアーブラスト機の製造・販売、研磨材の
販売、受託加工

100,000 286 https://www.fujimfg.co.jp/

加-63 加工 株式会社堀内電機製作所 プリント基板実装／板金加工／機器
組立 EMS（電子機器受託製造サービス） 60,000 250 https://www.horiden.com/

加-64 加工 株式会社丸芝製作所
Φ3～Φ300 までのパイプ、シャフト加
工、肉厚 0.5～1mm 程度までの薄肉
パイプ加工

旋盤加工、複合加工、薄肉パイプ加工、ア
ルミ、銅、鉄、ステン等パイプ、シャフト加工

30,000 10 http://www.marushiba-ss.com

加-65 加工 南デザイン株式会社 樹脂加工、切削、注型、金型、成形 樹脂切削加工業 40,000 100 https://www.minamidesign.co.jp/

http://www.towa-inc.co.jp/
https://www.tokurikiseiko.co.jp/
https://www.nikko-seisaku.co.jp/
https://www.nipponcoating.co.jp/
http://www.forming.jp/
http://www.papas-kk.co.jp/
http://www.bnsmedicals.com/
http://hisamatsukikou.biz/
http://www.fukadaparker.co.jp/
http://fuji-seiki.com/jp/
https://www.fujimfg.co.jp/
https://www.horiden.com/
http://www.marushiba-ss.com/
https://www.minamidesign.co.jp/


13

 ブース
番号

技術分野 貴社名 技術キーワード 主要事業
資本金
（千円）

従業員数
（名）

企業ホームページ QRコード

加-66 加工 株式会社都精機 歯切り加工 歯切り加工 20,000 19 https://www.miyakoseiki.co.jp/

加-67 加工 株式会社ミューテック35 精密板金加工、切削加工、溶接、設
計 精密板金加工、切削など金属加工全般 17,000 25 https://www.myutech35.co.jp

加-68 加工 株式会社メデック
5 軸マシニングセンタ精密切削加工、
ISO13485 による品質管理

NC 複合旋盤、5 軸マシニングセンタによる
金属・樹脂の精密切削加工

15,000 50 http://www.medich.co.jp/

加-69 加工 株式会社八木製作所
精密切削(金属・樹脂)、精密研削(金
属)

事務機器、医療機器、光学機器、測定機器
等の部品の精密加工及び治具の設計、組
立

10,000 34 https://www.yagiseisakujo.co.jp

加-70 加工 株式会社ヤマテック 金属の拡散接合、異種金属の接合 金属拡散接合 10,000 25 https://www.yama-tech.com/

加-71 加工 株式会社ヤマデン
プラスチック加工一括受諾、難切削、
微細加工、ゴム、金属、電子組立、そ
の他副資材

半導体製造装置製造業への精密部品の供
給

40,000 189 https://yamaden-ltd.co.jp/

加-72 加工 有限会社ユーテック 筐体設計、板金、表面処理、金属加
工、樹脂加工、射出成形 電子機器装置、筐体設計 3,000 5 https://www.you-tech.co.jp/

加-73 加工 ユニオン合成株式会社
2 色成形、ホットランナー、インサート
成形、SDGs プラスチック射出成形 30,000 60 https://www.union-gosei.co.jp/

材-1 材料 アイ‐コンポロジー株式会社 バイオマス複合プラスチック材料 バイオマス複合プラスチック材料の開発、
製造、販売

9,500 2 https://www.i-compology.com/

材-2 材料 アティックス合同会社
静電気除去シートの Continewm 、
空調電気料金削減、特殊天然鉱物含
有ナノファイバ

Continewm の開発評価支援および販売、
特殊天然鉱物含有ナノファイバ製品の企
画販売

2,500 1 https://www.atix.jp/

材-3 材料 株式会社いぶき
ナノファイバー、超極細繊維、超極細
マテリアル、フィルター、断熱、遮音、
油吸着、

ナノファイバー製品販売事業・不動産業 10,000 100 https://www.ibuki-sendai.co.jp/

材-4 材料 撹拌カイゼン合同会社
撹拌工程や撹拌作業のカイゼンによ
る不良率低減、歩留まりアップ、安
全、時間短縮

遠心力撹拌装置の販売 1,000 1 https://www.kakuhankaizen.com/

材-5 材料 株式会社倉本産業 特殊、一般粘着製品 粘着ラベル製造 100,000 216 https://www.7tak.co.jp

材-6 材料 株式会社コスモテック 表面処理、複合材 粘着シート、テープの開発及び製造販売、
ウェアラブルメモ、その他表面処理技術

60,000 40 https://www.cosmotec.ne.jp

https://www.miyakoseiki.co.jp/
https://www.myutech35.co.jp/
http://www.medich.co.jp/
http://www.yagiseisakujyo.co.jp/
https://www.yama-tech.com/
https://yamaden-ltd.co.jp/
https://www.you-tech.co.jp/
https://www.union-gosei.co.jp/
https://www.i-compology.com/
https://www.atix.jp/
https://www.ibuki-sendai.co.jp/
https://www.kakuhankaizen.com/
https://www.7tak.co.jp/
https://www.cosmotec.ne.jp/
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材-7 材料 株式会社栄鋳造所 パイプ鋳込み技術 ＆ アルミ加工の
新工法

アルミ水冷冷却板 10,000 20 http://www.sakae-v.com/

材-8 材料 十条ケミカル株式会社 水性、導電、分散、インキ、塗料 シルクスクリーン印刷用インキの製造販売 60,000 194 https://www.jujo-chemical.co.jp/j/

材-9 材料 スーパーレジン工業株式会社
繊維強化プラスチック（FRP）、エポキ
シフォーム、複合材、軽量化、サンド
イッチ構造

炭素繊維、ガラス繊維で強化した先端複合
材の設計開発、成形加工

100,000 137 https://www.super-resin.co.jp/

材-10 材料 スタープラスチック工業株式会社 機能性包装材料 包装用フィルムの製造 99,000 180 http://starplastic.co.jp

材-11 材料 株式会社スリーラックス 軽量化、カーボンニュートラル、SDGs 国内外製樹脂材料、金属材料及び加工品
販売

3,000

材-12 材料 株式会社中野製作所 複合材料
高機能ゴム製品の開発・製造・評価・分析
及びゴムと樹脂の複合化製品の開発・製
造

10,000 25 http://www.nakasei.co.jp/

材-13 材料 日光化成株式会社
配合技術、複合材料、耐熱性、放熱
性、フレキシブル性、耐久性、耐ス
チーム性

プラスチック製造業 100,000 145 http://www.nikkokasei.co.jp

材-14 材料 日ノ出樹脂工業株式会社 リサイクル、材料、炭素繊維 合成樹脂コンパウンド加工業 16,000 18 http://hinoderesin.jp/

材-15 材料 フォトジェン株式会社
可視光光触媒、光触媒溶液、バイン
ダー、抗菌、ガス分解、VOC 分解、
悪臭分解、消臭

光触媒を中心とした環境、エネルギー関連
製品の製造、販売

10,000 3 https://www.photogen.jp

材-16 材料 八洲電装株式会社
ヘタらないゴムスポンジを活かした、メ
ンテナンスレス＆ダンパー材への活
用

自動車部品、電子デバイス、農機建機の
電動化

20,000 35 http://www.yashima-denso.jp/

材-17 材料 ライノジャパン株式会社 数秒で強靭な塗膜を形成可能なスプ
レーコーティングの革命児

建築関係、土木関係、減災関連コーティン
グ材料の輸入、販売

87,250 11 https://www.rhinolinings.co.jp/

評-1
評価
・

検査
インフイテックエム株式会社

非破壊検査、計測センサ、材料分析、
微少計測、測定、安全安心、信頼性
評価

製品信頼性評価、材料分析試験機器など
の開発製品化、材料強度、特性評価解析

5,000 11 http://infitechm.com

評-2
評価
・

検査
株式会社エリオニクス ナノレベルを計測分析、微細加工す

る技術
ナノインデンテーション、電子線技術を応用
した製品

270,000 106 https://www.elionix.co.jp/

評-3
評価
・

検査
キーナスデザイン株式会社 環境試験、温度、高温、低温、恒温

槽、光学
電子機器、光学機器に特化した温調装置
の製造・販売

11,000 12 https://keenus.jp/

http://www.sakae-v.com/
https://www.jujo-chemical.co.jp/j/
https://www.super-resin.co.jp/
http://starplastic.co.jp/
http://www.nakasei.co.jp/
http://www.nikkokasei.co.jp/
http://hinoderesin.jp/
https://www.photogen.jp/
http://www.yashima-denso.jp/
https://www.rhinolinings.co.jp/
http://infitechm.com/
https://www.elionix.co.jp/
https://keenus.jp/
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評-4
評価
・

検査
株式会社クオルテック パワーデバイス、電子部品、独自 AI 

評価
受託試験、受託解析、委託研究開発、レー
ザ加工

100,000 220 https://www.qualtec.co.jp/

評-5
評価
・

検査
信和産業株式会社

非破壊検査、データログ、予知保全、
品質確保、良否評価、CPS、IoT、AI 
活用

半導体及び電子部品の販売、電子機器・
プリント基板・応用品の設計・開発・製造・
販売

40,000 21 https://www.sws-kk.co.jp/

評-6
評価
・

検査
つくばテクノロジー株式会社

非破壊検査、レーザー、超音波、可視
化、Ｘ線、冷陰極、余熱不要、小型軽
量

非破壊検査装置の開発・製造・販売・検査
サービス

20,000 18 https://www.tsukubatech.co.jp/

評-7
評価
・

検査
東京電子交易株式会社

超高速パルス技術で半導体 ESD 試
験をリード、国際規格に準拠した製
品、世界 3 社の 1 社

半導体信頼性評価装置、ESD 試験、CDM 
試験、LATCH-UP 試験、TLP 試験その他
の開発販売

19,800 11 https://www.tet.co.jp/

評-8
評価
・

検査
パルステック工業株式会社

残留応力測定、残留オーステナイト測
定、鋼材の硬さムラスキャン、X 線回
折

電子応用機器・装置の製造および販売 1,491,000 161 https://www.pulstec.co.jp

評-9
評価
・

検査
ヒューマンテクノス株式会社 自動検査装置の設計製作、多関節ロ

ボットを利用した画像検査システム 産業用省力化装置の設計、製作 3,000 10 https://www.humantechnos.com/

評-10
評価
・

検査
株式会社ベテル

熱伝導率測定、熱拡散率測定、繊維
配向評価、非破壊検査、薄膜測定、
温度計測

熱伝導率測定機の販売、熱伝導率の受託
測定、熱に関するコンサルティング

48,000 100 https://www.bethel.co.jp/

評-11
評価
・

検査
株式会社ミラプロ

自動化技術：AI・Iot 活用、画像処理
技術、高速・高精度な位置コントロー
ル

真空事業、ユニット事業、医療事業 97,500 900 https://www.mirapro.co.jp/

評-12
評価
・

検査
株式会社リガク X 線回折、蛍光 X 線、X 線 CT、X 線

非破壊検査、熱分析、ラマン分光
理科学機器の製造・販売 100,000 810 www.rigaku.co.jp

他-1 その他 株式会社アイ・アール・システム ガス漏洩、ガス検知 赤外線を主とする光学機器・測定器および
部品の輸入販売

10,000 25 https://www.irsystem.com/

他-2 その他 株式会社アサヒ
筐体設計、機構設計、試作品～量産
製造、樹脂製品、縫製品、自社生産
ライン

筐体・機構設計から試作品製作、量産品製
造

128,600 60 https://www.kk-asahi.co.jp/

他-3 その他 株式会社エヌエスエス 3D プリンタ、機能性樹脂、各種設計・
制作、非破壊検査、

工作機械・周辺機器の販売、制御システム
の設計支援サービス、X 線 CT 撮影

9,000 3 https://nssndt.com/

他-4 その他 有限会社オーゼットエンジニアリング 高精度の自動化設備、ロボット制御
の自動化装置

オーダーメイドの産業用自動化装置、自動
化ラインの設計・製作

3,000 3 http://www.oz-eng.com/

他-5 その他 株式会社岡野エレクトロニクス
パッケージング、ダイボンディングﾞ、
ワイヤボンディング、VCSL、LD 実装

EMS（光通信デバイス、半導体組立、パッ
ケージング、テーピングサービス、基板実
装)

68,400 160 https://www.okano-e.co.jp/

https://www.qualtec.co.jp/
https://www.sws-kk.co.jp/
https://www.tsukubatech.co.jp/
https://www.tet.co.jp/
https://www.pulstec.co.jp/
https://www.humantechnos.com/
https://www.bethel.co.jp/
https://www.mirapro.co.jp/
http://www.rigaku.co.jp
https://www.irsystem.com/
https://www.kk-asahi.co.jp/
https://nssndt.com/
http://www.oz-eng.com/
https://www.okano-e.co.jp/
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他-6 その他 GBS株式会社
ロボティクス、パワースーツ、物流、倉
庫オペレーション

装着ロボット機器、パワースーツ製品の開
発販売

5,000 7 https://www.germanbionic.com/jp/

他-7 その他 株式会社ジェピコ
純水素、アンモニア、アルカリ燃料電
池、自家発電機、CO₂フリー

半導体、電子部品、電子・電気機器の輸入
販売

246,560 77 https://www.jepico.co.jp/

他-8 その他 株式会社新興技術研究所 オリジナル自動機製造、技術教育、
技術伝承サポート

自動ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ装置などの自動機の設計製
造販売、ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ技術実習装置などの技
術教育

10,000 28 http://www.shinko-japan.com/

他-9 その他 株式会社Zen-Sai ロボット、自動化装置、画像処理、ハ
ンドリング

ロボットを使った自動化システムの構築、
専用自動化装置製作

2,000 3 https://www.zentaisaiteki.com/

他-10 その他 デザインスタジオループ 自動車純正用品の企画・デザイン 商品企画、プロダクトデザイン、デザインコ
ンサルティング

他-11 その他 株式会社TOKYO HOKUTO 機械パーツ、電子基板のリバースエ
ンジニアリング

機械機器、電子機器の設計開発および製
造

10,000 6 https://www.tokyo-hokuto.com

他-12 その他 株式会社中村工業
今まで実現出来なかった温度０℃湿
度９９％、氷温高湿度で温度偏差 
0.1℃～0.3℃

「氷潤」コンテナ型移動可能チルド冷蔵庫、
小型冷蔵庫、冷蔵室、冷蔵倉庫

20,000 https://cool-innovation.com/

他-13 その他 株式会社日精ピーアール
環境対応印刷、企画デザイン、Web 
制作、特殊印刷、アート、イベント支
援

商業印刷、企画デザイン、Web 制作、イベ
ント支援

20,000 50 https://www.nspr.co.jp/

他-14 その他 株式会社フェニックス
印字、用紙搬送、RFID、バーコード、
画像認識、QR、OCR

産業用電子機器の開発、設計、製造、販
売、保守

18,000 60 https://www.phoenix-group.co.jp/

他-15 その他 株式会社ぷらすU.
プロダクトデザイン、UI/UX デザイン、
HCD プロセス導入支援、機械設計、
UX 設計

プロダクトデザイン、GUI デザイン、HCD 
プロセス導入支援、UX 設計

5,000 2 https://plus-u.design/

他-16 その他 株式会社メディア・アイ 感性評価、官能評価、五感、感覚の
視える化

官能評価システム J-SEMS の企画、開
発、販売および官能評価分野の各種支援

10,000 2 https://j-sems.com/

他-17 その他 有限会社ワイテック 機械装置の設計・製作 省力化機械装置の設計・製作 5,000 4 https://www.ytech7.jp/

他-18 その他 株式会社をくだ屋技研 運搬作業アシスト 荷役運搬機器 96,500 121 http://www.opk.co.jp/

https://www.germanbionic.com/jp/
https://www.jepico.co.jp/
http://www.shinko-japan.com/
https://www.zentaisaiteki.com/
https://www.tokyo-hokuto.com/
https://cool-innovation.com/
https://www.nspr.co.jp/
https://www.phoenix-group.co.jp/
https://plus-u.design/
https://j-sems.com/
https://www.ytech7.jp/
http://www.opk.co.jp/

