
1 會澤高圧コンクリート株式会社 代表取締役社長 會澤　祥弘 北海道苫小牧市 海外 ものづくり
2 北新金属工業株式会社 代表取締役社長 益山　利二 北海道恵庭市 海外 ものづくり
3 株式会社ホクビー 代表取締役社長 小川　信夫 北海道石狩市 海外 ものづくり
4 株式会社山本忠信商店 代表取締役 山本 英明 北海道河東郡音更町 海外 サービス
5 武輪水産株式会社 代表取締役社長 武輪　俊彦 青森県八戸市 海外 ものづくり
6 株式会社岩鋳 代表取締役 岩清水　晃 岩手県盛岡市 海外 ものづくり
7 株式会社八葉水産 代表取締役 清水　敏也 宮城県気仙沼市 海外 ものづくり
8 スズキハイテック株式会社 代表取締役 鈴木　一徳 山形県山形市 海外 ものづくり
9 出羽桜酒造株式会社 代表取締役社長 仲野　益美 山形県天童市 海外 ものづくり

10 株式会社ニューテックシンセイ 代表取締役 枽原晃 山形県米沢市 海外 ものづくり
11 株式会社関プレス 代表取締役社長 関　正克 茨城県日立市 海外 ものづくり
12 大森機械工業株式会社 代表取締役社長 大森利夫 埼玉県越谷市 海外 ものづくり
13 株式会社中川製作所 代表取締役社長 一色　譲 埼玉県蕨市 海外 ものづくり
14 株式会社アイ・エイチ・エス 代表取締役 石井一孝 千葉県匝瑳市 海外 ものづくり
15 株式会社シェフミートチグサ 代表取締役 鴨狩　弘 千葉県千葉市 海外 サービス
16 宍倉株式会社 代表取締役 宍倉弘哲 千葉県夷隅郡大多喜町 海外 サービス
17 株式会社生産者連合デコポン 代表取締役社長 井尻　弘 千葉県成田市 海外 サービス
18 ミナトゴム株式会社 代表取締役社長 田口昌也 千葉県船橋市 海外 ものづくり
19 大川精螺工業株式会社 代表取締役社長 大川　克良 東京都品川区 海外 ものづくり
20 株式会社グランキュイジーヌ 代表取締役 竹田 敬介 東京都中央区 海外 サービス
21 コトブキシーティング株式会社 代表取締役社長 深澤重幸 東京都千代田区 海外 ものづくり
22 株式会社古奈屋 代表取締役社長 戸川貞一 東京都豊島区 海外 サービス
23 株式会社千疋屋総本店 取締役社長 大島　博 東京都中央区 海外 サービス
24 大陸貿易株式会社 代表取締役社長 吉冨　正幸 東京都中央区 海外 サービス
25 テンタック株式会社 代表取締役会長 橋本　侑司 東京都墨田区 海外 ものづくり
26 日本ケーブル株式会社 代表取締役 大久保雅由 東京都千代田区 海外 ものづくり
27 日本注射針工業株式会社 代表取締役社長 平野　友保 東京都北区 海外 ものづくり
28 日本パルスモーター株式会社 代表取締役社長 増田　松敏 東京都文京区 海外 ものづくり
29 PSP株式会社 代表取締役 八木裕子 東京都港区 海外 ものづくり
30 大和合金株式会社 代表取締役社長 萩野源次郎 東京都板橋区 海外 ものづくり
31 横井醸造工業株式会社 代表取締役社長 横井太郎 東京都江東区 海外 ものづくり
32 株式会社ヨックモック 代表取締役社長 藤縄武士 東京都千代田区 海外 ものづくり
33 アイフォーコム東京株式会社 代表取締役 加川　広志 神奈川県横浜市 海外 ものづくり
34 荒井商事株式会社 代表取締役社長 荒井亮三 神奈川県平塚市 海外 サービス
35 株式会社テクノステート 代表取締役 植原　正光 神奈川県藤沢市 海外 ものづくり
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36 株式会社リプロセル 代表取締役社長 横山 周史 神奈川県横浜市 海外 ものづくり
37 ウエタックス株式会社 代表取締役 植木正孝 新潟県上越市 海外 ものづくり
38 株式会社ユウワ 代表取締役 渡辺　稔 長野県小諸市 海外 ものづくり
39 株式会社エステック 代表取締役 鈴木　誠一 静岡県駿東郡清水町 海外 ものづくり
40 明陽電機株式会社 代表取締役 杉野　泰子 静岡県静岡市 海外 ものづくり
41 株式会社ジャパン・フラワー・コーポレーション 代表取締役社長 松村 吉章 富山県射水市 海外 サービス
42 丸井織物株式会社 代表取締役社長 宮本 徹 石川県鹿島郡中能登町 海外 ものづくり
43 株式会社ムツミテキスタイル 代表取締役社長 大宮久佳 石川県小松市 海外 ものづくり
44 有限会社大橋量器 代表取締役 大橋博行 岐阜県大垣市 海外 ものづくり
45 株式会社樋口製作所 代表取締役社長 樋口　徳室 岐阜県各務原市 海外 ものづくり
46 株式会社生方製作所 代表取締役社長 木村　重夫 愛知県名古屋市 海外 ものづくり
47 株式会社スズサン 代表取締役 村瀬史博 愛知県名古屋市 海外 ものづくり

48 長田広告株式会社
代表取締役社長
代表取締役専務

長田幸安
長田一郎

愛知県津島市 海外 サービス

49 尾鷲物産株式会社 代表取締役 小野 博行 三重県尾鷲市 海外 ものづくり
50 株式会社三恵 代表取締役 川合　康文 三重県桑名郡木曽岬町 海外 ものづくり
51 中央土木株式会社 代表取締役 角谷勝利 三重県松阪市 海外 ものづくり
52 DariK株式会社 代表取締役 吉野慶一 京都府京都市 海外 サービス
53 株式会社播磨園製茶 代表取締役 播磨　余士行 京都府綴喜郡宇治田原町 海外 ものづくり
54 株式会社細尾 代表取締役社長 細尾　真生 京都府京都市 海外 ものづくり
55 大裕鋼業株式会社 代表取締役社長 井上　浩行 大阪府堺市 海外 ものづくり
56 TakedaWorks株式会社 代表取締役 原　正和 大阪府門真市 海外 ものづくり
57 株式会社中島重久堂 代表取締役 中島潤也 大阪府松原市 海外 ものづくり
58 ハリキ精工株式会社 代表取締役社長 榛木　竜 大阪府大阪市 海外 ものづくり
59 阪神動力機械株式会社 代表取締役社長 泉井　博行 大阪府大阪市 海外 ものづくり
60 伊東電機株式会社 代表取締役 伊東　一夫 兵庫県加西市 海外 ものづくり
61 東洋スクリーン工業株式会社 取締役社長 廣濱　毅憲 奈良県生駒郡斑鳩町 海外 ものづくり
62 株式会社九重雜賀 代表取締役社長 雜賀　俊光 和歌山県紀の川市 海外 ものづくり
63 株式会社ビック･ツール 代表取締役 新井高一 鳥取県西伯郡日吉津村 海外 ものづくり
64 株式会社辻本店 代表取締役 辻　総一郎 岡山県真庭市 海外 ものづくり
65 株式会社ウィズリンク 代表取締役社長 江口　歳春 広島県広島市 海外 サービス
66 株式会社CFP 代表取締役 福田 奈美絵 広島県福山市 海外 ものづくり
67 株式会社未来機械 代表取締役社長 三宅徹 香川県高松市 海外 ものづくり
68 渦潮電機株式会社 代表取締役社長 小田 雅人 愛媛県今治市 海外 ものづくり
69 株式会社エクセル電子 代表取締役社長 藤井　一志 愛媛県松山市 海外 ものづくり
70 株式会社ダイニチ 代表取締役社長 玉留　一 愛媛県宇和島市 海外 ものづくり
71 五洋食品産業株式会社 代表取締役社長 舛田　圭良 福岡県糸島市 海外 ものづくり
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72 三友機器株式会社 代表取締役会長 河内　旭 福岡県福岡市 海外 ものづくり
73 株式会社筑水キャニコム 代表取締役社長 包行　良光 福岡県うきは市 海外 ものづくり
74 株式会社林久右衛門商店 代表取締役社長 林　剛一郎 福岡県福岡市 海外 ものづくり
75 株式会社リョーワ 代表取締役 田中裕弓 福岡県京都郡苅田町 海外 ものづくり
76 株式会社髙橋製茶 代表取締役 髙橋　雄三 大分県臼杵市 海外 ものづくり
77 株式会社くしまアオイファーム 代表取締役 池田　誠 宮崎県串間市 海外 ものづくり
78 株式会社ジェイシーシー 代表取締役社長 渕辺　俊紀 沖縄県糸満市 海外 サービス
79 アイビック食品株式会社 代表取締役社長 牧野　利春 北海道札幌市 地域 ものづくり
80 株式会社アトリエテンマ 代表取締役 長谷川　演 北海道札幌市 地域 サービス
81 株式会社魚長食品 代表取締役 柳沢　政人 北海道函館市 地域 サービス
82 株式会社ツムラ 代表取締役 津村健太 北海道北見市 地域 ものづくり
83 株式会社ヒシサン 代表取締役 岩﨑　祥治 北海道根室市 地域 サービス
84 株式会社もりもと 代表取締役社長 森本 吉勝 北海道千歳市 地域 ものづくり
85 株式会社山上木工 代表取締役社長 山上裕靖 北海道網走郡津別町 地域 ものづくり
86 株式会社はとや製菓 代表取締役社長 安保　照子 青森県青森市 地域 サービス
87 株式会社山神 代表取締役社長 神　武徳 青森県青森市 地域 ものづくり

88 共和水産株式会社
代表取締役社長
代表取締役専務

鈴木徹
鈴木良太

岩手県宮古市 地域 ものづくり

89 株式会社幸呼来Japan 代表取締役 石頭　悦 岩手県盛岡市 地域 ものづくり
90 株式会社ひろの屋 代表取締役 下苧坪　之典 岩手県九戸郡洋野町 地域 ものづくり
91 株式会社畠茂商店 代表取締役 畠　良記 宮城県大崎市 地域 ものづくり
92 秋田印刷製本株式会社 代表取締役社長 大門　一平 秋田県秋田市 地域 サービス
93 株式会社小松煙火工業 代表取締役 小松忠信 秋田県大仙市 地域 ものづくり
94 株式会社デジタル･ウント･メア 代表取締役 戸田 和彦 秋田県横手市 地域 サービス
95 末廣酒造株式会社 代表取締役社長 新城　猪之吉 福島県会津若松市 地域 ものづくり
96 株式会社芳賀沼製作 代表取締役社長 芳賀沼　伸 福島県南会津郡南会津町 地域 ものづくり
97 有限会社黒田養蜂園 代表取締役 黒田　雄一 栃木県鹿沼市 地域 サービス
98 ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社 代表取締役社長 山本　征一郎 栃木県宇都宮市 地域 サービス
99 株式会社あぶらや 代表取締役 延山知正 群馬県邑楽郡板倉町 地域 サービス

100 株式会社エムダブルエス日高 代表取締役 北嶋史誉 群馬県高崎市 地域 サービス
101 株式会社ひびき 代表取締役 日疋　好春 埼玉県川越市 地域 サービス
102 株式会社みかえり美人 代表取締役 福島　宏光 埼玉県大里郡寄居町 地域 サービス
103 株式会社明和工務店 代表取締役 津川　惣太 埼玉県狭山市 地域 サービス
104 株式会社飯沼本家 代表取締役社長 飯沼喜市郎 千葉県印旛郡酒々井町 地域 サービス
105 株式会社やます（旧株式会社諏訪商店） 代表取締役 諏訪寿一 千葉県市原市 地域 サービス
106 アルケア株式会社 代表取締役社長 鈴木　輝重 東京都墨田区 地域 ものづくり
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107 株式会社関越物産 代表取締役 白井宏一 東京都豊島区 地域 ものづくり
108 株式会社喜久屋 代表取締役 中畠　信一 東京都足立区 地域 サービス
109 株式会社ワイエスワン 代表取締役 柴田徳孝 東京都港区 地域 サービス
110 株式会社Ａｓｍａｍａ 代表取締役社長 甲田　恵子 神奈川県横浜市 地域 サービス
111 株式会社トライアングル 代表取締役 鈴木隆裕 神奈川県横須賀市 地域 サービス
112 有限会社葱八 代表取締役 山田美江子 新潟県新潟市 地域 サービス
113 株式会社横正機業場 代表取締役 横野 恒明 新潟県五泉市 地域 ものづくり
114 伊那食品工業株式会社 代表取締役社長 井上　修 長野県伊那市 地域 サービス
115 株式会社NEXAS 代表取締役社長 金田功治 長野県飯田市 地域 ものづくり
116 株式会社コーヨー化成 代表取締役社長 藤井　好己 静岡県静岡市 地域 ものづくり
117 橋本螺子株式会社 代表取締役社長 橋本　秀比呂 静岡県浜松市 地域 ものづくり
118 有限会社薪の音 代表取締役 山本 誠一 富山県南砺市 地域 サービス
119 株式会社Ａｎｔｅ 代表取締役 中巳出　理 石川県加賀市 地域 ものづくり
120 喜多ハウジング株式会社 代表取締役社長 西谷 清 石川県金沢市 地域 サービス
121 株式会社タガミ・イーエクス 代表取締役社長 田上 好裕 石川県能美市 地域 ものづくり
122 株式会社安部日鋼工業 代表取締役社長 髙橋泰之 岐阜県岐阜市 地域 ものづくり
123 有限会社レイク・ルイーズ 代表取締役 堀田　茂樹 岐阜県海津市 地域 ものづくり
124 エス・ティ・エス株式会社 代表取締役社長 酒井透 愛知県豊田市 地域 ものづくり
125 株式会社古久根 代表取締役社長 古久根 靖 愛知県碧南市 地域 ものづくり
126 有限会社龍泉刃物 代表取締役 増谷　浩司 福井県越前市 地域 ものづくり
127 株式会社とト屋 代表取締役 池田　惠一 京都府京丹後市 地域 サービス
128 株式会社イムラ 代表取締役社長 井村　義嗣 奈良県奈良市 地域 サービス
129 農業法人株式会社秋津野 代表取締役社長 玉井　常貴 和歌山県田辺市 地域 サービス
130 株式会社オレンジライフ 代表取締役社長兼CEO 上野山　栄作 和歌山県有田郡有田川町 地域 サービス
131 株式会社鳥取再資源化研究所 代表取締役 竹内　義章 鳥取県東伯郡北栄町 地域 ものづくり
132 株式会社プレマスペース 代表取締役 大家　祐子 鳥取県東伯郡湯梨浜町 地域 ものづくり
133 道の駅本庄企業組合 代表理事 松本　昇 島根県松江市 地域 サービス
134 有限会社中光商店 代表取締役 那須　孝一 岡山県瀬戸内市 地域 サービス
135 株式会社ホリグチ 代表取締役 堀口　真伍 岡山県倉敷市 地域 ものづくり
136 アンデックス株式会社 代表取締役社長 田邊 耕造 広島県尾道市 地域 ものづくり
137 株式会社八天堂 代表取締役 森光孝雅 広島県三原市 地域 ものづくり
138 旭酒造株式会社 代表取締役社長 櫻井 博志 山口県岩国市 地域 サービス
139 湯田温泉旅館協同組合 代表理事 宮川　力 山口県山口市 地域 サービス
140 有限会社井上誠耕園 代表取締役 井上　智博 香川県小豆郡小豆島町 地域 ものづくり
141 株式会社ウエストフードプランニング 代表取締役 小西啓介 香川県丸亀市 地域 サービス
142 井上石灰工業株式会社 代表取締役 井上　孝志 高知県南国市 地域 ものづくり
143 株式会社オサシ・テクノス 取締役社長 矢野　真妃 高知県高知市 地域 ものづくり



分野No 社名 役職 代表者 所在地

144 内外典具帖紙株式会社 代表取締役 岡 恭子 高知県吾川郡いの町 地域 ものづくり
145 ヌックス・キッチン 代表者 西村　直子 高知県高知市 地域 サービス
146 富久千代酒造有限会社 代表取締役 飯盛直喜 佐賀県鹿島市 地域 ものづくり
147 有限会社イー・ウィンド 代表取締役 橋本 武敏 長崎県五島市 地域 サービス
148 蘇山郷 代表者 永田　祐介 熊本県阿蘇市 地域 サービス
149 HITOYOSHI株式会社 代表取締役社長 吉國　武 熊本県人吉市 地域 ものづくり
150 有限会社野村 代表取締役 野村　徹 大分県中津市 地域 ものづくり
151 株式会社興電舎 代表取締役 甲斐 稔康 宮崎県延岡市 地域 ものづくり
152 株式会社コムテック 代表取締役社長 笹栗　康 宮崎県西諸県郡高原町 地域 サービス
153 株式会社デイリーマーム 代表取締役社長 和田　優 宮崎県宮崎市 地域 ものづくり
154 みやざき地頭鶏事業協同組合 代表理事 川野郁夫 宮崎県宮崎市 地域 サービス
155 宮崎ひでじビール株式会社 代表取締役 永野　時彦 宮崎県延岡市 地域 ものづくり
156 鹿児島堀口製茶有限会社 代表取締役 堀口泰久 鹿児島県志布志市 地域 ものづくり
157 八光工業株式会社 代表取締役 廣橋 和己 鹿児島県鹿児島市 地域 ものづくり
158 農業生産法人株式会社伊江牛 代表取締役 名嘉亜依子 沖縄県国頭郡伊江村 地域 サービス
159 株式会社石垣の塩 代表取締役 東郷清龍 沖縄県石垣市 地域 ものづくり
160 株式会社トマス技術研究所 代表取締役 福富　健仁 沖縄県うるま市 地域 ものづくり
161 株式会社アイスジャパン 代表取締役 松岡　正昭 北海道室蘭市 わざ ものづくり
162 有限会社アルフ 代表取締役 渡部　厚 北海道室蘭市 わざ ものづくり
163 岩見沢鋳物株式会社 代表取締役 白井　雅人 北海道岩見沢市 わざ ものづくり
164 株式会社エヌビィー健康研究所 代表取締役 髙山　喜好 北海道札幌市 わざ ものづくり
165 株式会社ササキ工芸 代表取締役 佐々木　雄二郎 北海道旭川市 わざ ものづくり
166 株式会社産鋼スチール 代表取締役 上遠野 久夫 北海道小樽市 わざ ものづくり
167 株式会社ＤＡＬ･ＤＮＡ解析ラボラトリー 代表取締役 宮下　雅人 北海道札幌市 わざ サービス
168 株式会社特殊衣料 代表取締役社長 池田　啓子 北海道札幌市 わざ ものづくり
169 フィールド・クラブ株式会社 代表取締役 見上 眞司 北海道北広島市 わざ サービス
170 株式会社北海コーキ 代表取締役 後藤 幸輝 北海道北見市 わざ ものづくり
171 北海道パーケット工業株式会社 代表取締役社長 井村元昭 北海道北斗市 わざ ものづくり
172 株式会社流研 代表取締役社長 大野　昌広 北海道札幌市 わざ サービス
173 ハード工業有限会社 代表取締役 山形　琢一 青森県八戸市 わざ ものづくり
174 株式会社ＩＦＧ 代表取締役 森　和美 宮城県仙台市 わざ ものづくり
175 蔵王リース株式会社 代表取締役 平間　宏樹 宮城県名取市 わざ サービス
176 株式会社JDSound 代表取締役 宮崎晃一郎 宮城県仙台市 わざ ものづくり
177 株式会社アスター 代表取締役 本郷　武延 秋田県横手市 わざ ものづくり
178 有限会社奥山メリヤス 代表取締役 奥山　幸八 山形県寒河江市 わざ ものづくり
179 ジャスト株式会社 代表取締役社長 岡崎　淳一 山形県上山市 わざ ものづくり
180 株式会社天童木工 取締役社長 加藤　昌宏 山形県天童市 わざ ものづくり
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181 株式会社ユーテック 代表取締役 上野　光徳 山形県酒田市 わざ ものづくり
182 株式会社サンブライト 代表取締役社長 渡邉　輝雄 福島県双葉郡大熊町 わざ ものづくり
183 ネットアンドプリント株式会社 代表取締役 木藤　喜幸 福島県郡山市 わざ ものづくり
184 株式会社湯原製作所 代表取締役 湯原正史 栃木県さくら市 わざ ものづくり
185 関東精機株式会社 取締役社長 魵澤　恭一 群馬県前橋市 わざ ものづくり
186 手島精管株式会社 代表取締役社長 手島由紀子 群馬県館林市 わざ ものづくり
187 しのはらプレスサービス株式会社 代表取締役社長 篠原　正幸 千葉県船橋市 わざ サービス
188 ネッパジーン株式会社 代表取締役 早川　靖彦 千葉県市川市 わざ ものづくり
189 株式会社イデアクエスト 代表取締役社長ＣＥＯ 坂本　光広 東京都大田区 わざ ものづくり
190 株式会社イヨベ工芸社 代表取締役社長 五百部　喜作 東京都江東区 わざ ものづくり
191 協和化工株式会社 代表取締役社長 室岡　猛 東京都豊島区 わざ ものづくり
192 ケアプロ株式会社 代表取締役 川添高志 東京都中野区 わざ サービス
193 株式会社コイワイ 代表取締役社長 小岩井豊己 神奈川県小田原市 わざ ものづくり
194 株式会社ヒロキ 代表取締役 権田浩幸 神奈川県横浜市 わざ ものづくり
195 株式会社丸加 代表取締役 蟹江　信之 神奈川県横浜市 わざ サービス
196 株式会社落雷抑制システムズ 代表取締役 松本 敏男 神奈川県横浜市 わざ ものづくり

197 レボックス株式会社
代表取締役CEO
代表取締役CTO

鎌田 英洋
三留 正浩

神奈川県相模原市 わざ ものづくり

198 株式会社サカタ製作所 代表取締役社長 坂田　匠 新潟県長岡市 わざ ものづくり
199 株式会社ナノテム 代表取締役 髙田　篤 新潟県長岡市 わざ ものづくり
200 株式会社東陽 代表取締役社長 吉江　慎太郎 長野県塩尻市 わざ ものづくり
201 株式会社マイクロジェット 代表取締役 山口　修一 長野県塩尻市 わざ ものづくり
202 株式会社キシル 代表取締役 渥美 慎太郎 静岡県浜松市 わざ ものづくり
203 有限会社パパラボ 代表取締役 加藤　誠 静岡県浜松市 わざ ものづくり
204 宮越工芸株式会社 代表取締役社長 宮越　一郎 富山県高岡市 わざ ものづくり
205 株式会社アクトリー 代表取締役 水越裕治 石川県白山市 わざ ものづくり
206 谷田合金株式会社 代表取締役社長 駒井 公一 石川県金沢市 わざ ものづくり
207 株式会社エフ・ピー・エス 代表取締役 堀 昌司 岐阜県大垣市 わざ ものづくり
208 株式会社岐阜多田精機 代表取締役 多田　憲生 岐阜県岐阜市 わざ ものづくり
209 株式会社ハイテム 代表取締役社長 安田 勝彦 岐阜県各務原市 わざ ものづくり
210 余語匣鉢株式会社 代表取締役社長 余語 義夫 岐阜県多治見市 わざ ものづくり
211 アイサンテクノロジー株式会社 代表取締役社長 柳澤　哲二 愛知県名古屋市 わざ サービス
212 木下精密工業株式会社 代表取締役 木下 治彦 愛知県名古屋市 わざ ものづくり
213 株式会社三進製作所 代表取締役社長 柳下 幸一 愛知県犬山市 わざ ものづくり
214 ティビーアール株式会社 代表取締役社長 福井　宏海 愛知県豊川市 わざ ものづくり
215 本多電子株式会社 代表取締役社長 本多 洋介 愛知県豊橋市 わざ ものづくり
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216 株式会社ゴーリキ 代表取締役 強力　修 三重県伊勢市 わざ ものづくり
217 株式会社平安製作所 代表取締役 高橋 鉄次 滋賀県高島市 わざ ものづくり
218 株式会社CAPABLE 代表取締役社長 河原　洋逸 京都府京都市 わざ ものづくり
219 西村陶業株式会社 代表取締役 西村　嘉浩 京都府京都市 わざ ものづくり
220 日本天鵞絨工業株式会社 代表取締役 藤本　義人 京都府南丹市 わざ ものづくり
221 株式会社アイン 代表取締役 佐川　忠之 大阪府大阪市 わざ ものづくり
222 葵スプリング株式会社 代表取締役 青戸　隆章 大阪府八尾市 わざ ものづくり
223 株式会社アテックス 代表取締役 浅野　典成 大阪府東大阪市 わざ ものづくり
224 上野砂糖株式会社 代表取締役社長 上野誠一郎 大阪府大阪市 わざ ものづくり
225 株式会社オーエスアイツール 代表取締役 板谷直樹 大阪府吹田市 わざ ものづくり
226 コーマ株式会社 代表取締役社長 吉村　盛善 大阪府松原市 わざ ものづくり
227 株式会社ジェイテックコーポレーション 代表取締役社長 津村　尚史 大阪府茨木市 わざ ものづくり
228 浪速鉄工株式会社 代表取締役 堀川　忠彦 大阪府大阪市 わざ ものづくり
229 日本化学機械製造株式会社 代表取締役社長 高橋　正一 大阪府大阪市 わざ ものづくり
230 松村釦株式会社 代表取締役社長 松村雅司 大阪府柏原市 わざ ものづくり
231 由良産商株式会社 代表取締役社長 由良　泰雅 大阪府大阪市 わざ サービス
232 株式会社奥谷金網製作所 代表取締役社長 奥谷　勝彦 兵庫県神戸市 わざ ものづくり
233 神戸甲南サカヱ屋精肉店 代表者 海崎 孝一 兵庫県神戸市 わざ サービス
234 コーベベビー株式会社 代表取締役社長 荒巻　道洋 兵庫県神戸市 わざ サービス
235 株式会社社会システム総合研究所 代表取締役 西田　純二 兵庫県神戸市 わざ サービス
236 株式会社千石 代表取締役 千石　唯司 兵庫県加西市 わざ ものづくり
237 株式会社ブレイン 代表取締役社長 神戸　壽 兵庫県西脇市 わざ ものづくり
238 株式会社ユーロックテクノパーツ 代表取締役 竹中　福康 兵庫県神戸市 わざ ものづくり
239 岩崎工業株式会社 代表取締役社長 岩崎 能久 奈良県大和郡山市 わざ ものづくり
240 株式会社紀北総合警備 代表取締役社長 中谷　保 和歌山県伊都郡かつらぎ町 わざ サービス
241 株式会社アムリット.ＤＣ 代表取締役 黒田　展弘 岡山県岡山市 わざ サービス
242 有限会社備前精機 代表取締役 田口　敏雅 岡山県瀬戸内市 わざ ものづくり
243 株式会社アカシン 代表取締役社長 赤松　俊治 広島県福山市 わざ ものづくり
244 オオアサ電子株式会社 代表取締役社長 長田 克司 広島県山県郡北広島町 わざ ものづくり
245 ルーチェサーチ株式会社 代表取締役社長 渡辺　豊 広島県広島市 わざ サービス
246 吉野川タクシー有限会社 代表取締役 近藤洋祐 徳島県徳島市 わざ サービス
247 株式会社大矢根利器製作所 代表取締役社長 大矢根裕一 香川県三豊市 わざ ものづくり
248 協和化学工業株式会社 代表取締役社長 松島　慶三 香川県坂出市 わざ ものづくり
249 株式会社タナベ刺繍 代表取締役 田部　智章 香川県東かがわ市 わざ ものづくり
250 有限会社ポルテ 代表取締役 竹北 孝文 香川県東かがわ市 わざ ものづくり
251 シスメット株式会社 代表取締役 福田　敏 福岡県北九州市 わざ サービス
252 株式会社しんこう 代表取締役 越野修司 福岡県北九州市 わざ サービス
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253 株式会社戸畑ターレット工作所 代表取締役社長 松本 大毅 福岡県北九州市 わざ ものづくり
254 チャイーオーン株式会社 代表取締役 和田　留維 長崎県長崎市 わざ サービス
255 株式会社木下築炉 代表取締役 安樂　真澄 大分県大分市 わざ ものづくり
256 株式会社なる良 代表取締役 渡邉　浩一郎 大分県臼杵市 わざ ものづくり
257 株式会社共立電機製作所 代表取締役 米良　充典 宮崎県宮崎市 わざ ものづくり
258 有限会社藤井ピアノサービス 代表取締役 藤井 幸光 鹿児島県薩摩川内市 わざ ものづくり
259 株式会社オーシャン 代表取締役 井上雅之 北海道旭川市 人材 サービス
260 株式会社残間金属工業 代表取締役 残間　順雄 北海道釧路郡釧路町 人材 ものづくり
261 株式会社ラポールヘア・グループ 代表取締役 早瀬　渉 宮城県石巻市 人材 サービス
262 株式会社ゆいネット 代表取締役 稲葉　雅子 宮城県仙台市 人材 サービス
263 株式会社マイスター 代表取締役 髙井　作 山形県寒河江市 人材 ものづくり
264 株式会社シンク 代表取締役社長 上野　文彦 福島県会津若松市 人材 サービス
265 株式会社茨城製作所 代表取締役社長 菊池伯夫 茨城県日立市 人材 ものづくり
266 共和産業株式会社 代表取締役社長 鈴木宏子 群馬県高崎市 人材 ものづくり
267 京葉流通倉庫株式会社 代表取締役社長 箱守和之 埼玉県戸田市 人材 サービス
268 株式会社協同工芸社 代表取締役社長 箕輪　晃 千葉県千葉市 人材 ものづくり
269 株式会社カイセ工業 代表取締役 貝瀬　緑 東京都町田市 人材 ものづくり
270 京西テクノス株式会社 代表取締役社長 臼井　努 東京都多摩市 人材 サービス
271 株式会社栄鋳造所 代表取締役 鈴木　隆史 東京都八王子市 人材 ものづくり
272 ダイヤ精機株式会社 代表取締役 諏訪貴子 東京都大田区 人材 ものづくり
273 株式会社トーコン 代表取締役社長 櫻井　誠健 東京都大田区 人材 サービス
274 HybridMom株式会社 代表取締役社長 三宅恵理 東京都千代田区 人材 サービス
275 武州工業株式会社 代表取締役 林　英夫 東京都青梅市 人材 ものづくり
276 株式会社ふらここ 代表取締役 原 英洋 東京都中央区 人材 サービス
277 株式会社吉村 代表取締役社長 橋本久美子 東京都品川区 人材 ものづくり
278 AcroquestTechnology株式会社 代表取締役 新免 流 神奈川県横浜市 人材 サービス
279 近藤ニット株式会社 代表取締役社長 近藤和也 山梨県西八代郡市 人材 ものづくり
280 株式会社アクションパワー 代表取締役 大津たまみ 愛知県名古屋市 人材 サービス
281 株式会社小坂鉄工所 代表取締役社長 小坂　廣隆 愛知県名古屋市 人材 ものづくり
282 hair・face染屋 代表者 田口　篤基 愛知県丹羽郡扶桑町 人材 サービス
283 株式会社光機械製作所 代表取締役社長 西岡 慶子 三重県津市 人材 ものづくり
284 株式会社井上 代表取締役 井上　昌一 滋賀県彦根市 人材 ものづくり
285 株式会社きたやま南山 代表取締役 楠本　貞愛 京都府京都市 人材 サービス
286 株式会社キンダーキッズ 代表取締役 中山　貴美子 大阪府大阪市 人材 サービス
287 大日運輸株式会社 代表取締役 石井　英信 大阪府門真市 人材 サービス
288 株式会社メディカ出版 代表取締役社長 長谷川　素美 大阪府大阪市 人材 サービス
289 兵庫ベンダ工業株式会社 代表取締役社長 本丸 明子 兵庫県姫路市 人材 サービス



分野No 社名 役職 代表者 所在地

290 フルヤ工業株式会社 代表取締役社長 降矢 寿民 兵庫県篠山市 人材 ものづくり
291 株式会社アイスティサイエンス 代表取締役 佐々野　僚一 和歌山県和歌山市 人材 ものづくり
292 株式会社Ｏｒｂ 代表取締役 河井 七美 岡山県倉敷市 人材 サービス
293 株式会社山豊 代表取締役社長 山本　千曲 広島県広島市 人材 ものづくり
294 株式会社カワトＴ．Ｐ．Ｃ． 代表取締役 川戸　俊彦 山口県岩国市 人材 ものづくり
295 株式会社サンクラッド 代表取締役 馬場加奈子 香川県高松市 人材 サービス
296 大坪ＧＳＩ株式会社 代表取締役社長 大坪　隆治 福岡県柳川市 人材 ものづくり
297 有限会社小倉クリエーション 代表取締役社長 渡部　英子 福岡県北九州市 人材 サービス
298 タカハ機工株式会社 代表取締役社長 大久保　泰輔 福岡県飯塚市 人材 ものづくり
299 株式会社グラスアート藍 代表取締役 寿 紗代 沖縄県名護市 人材 ものづくり
300 株式会社オーシーシー 代表取締役 天久　進 沖縄県浦添市 人材 サービス


