
名称 所在地 ホームページ

1 アイテック株式会社 福井県 https://www.eyetec.co.jp

2 清川メッキ工業株式会社 福井県 https://www.kiyokawa.co.jp/

3 シプロ化成株式会社 福井県 https://www.shipro.co.jp/

4 株式会社ジャロック 福井県 https://www.jaroc.co.jp

5 株式会社TOMI-TEX 福井県 http://www.tomitex.blue/index2.html

6 丸八株式会社 福井県 http://www.maruhati.co.jp

7 株式会社ミツヤ 福井県 http://www.e-mitsuya.jp

8 株式会社ユティック 福井県 http://www.up-ut.com

9 武生特殊鋼材株式会社 福井県 https://www.e-tokko.com/

10 大喜株式会社 福井県 http://daikiweb.com/

11 株式会社カフィール 滋賀県 https://www.kafeal.com/

12 株式会社みらくる分析センター 滋賀県 https://www.mirrorcle-analysis.co.jp/

13 株式会社シンコーメタリコン 滋賀県 https://www.shinco-metalicon.co.jp/

14 髙橋金属株式会社 滋賀県 https://www.takahasi-k.co.jp

15 ツジコー株式会社 滋賀県 http://www.tsujiko.com

16 東洋化学株式会社 滋賀県 https://www.toyokagaku.com

17 株式会社平安製作所 滋賀県 http://www.heian-mfg.co.jp

18 山科精器株式会社 滋賀県 https://www.yasec.co.jp

19 近畿精工株式会社 滋賀県 https://kinki-seiko.net

20 日伸工業株式会社 滋賀県 https://nissinjpn.co.jp/

21 株式会社パルスパワー技術研究所 滋賀県 http://www.myppj.com

22 武蔵キャスティング株式会社 京都府 http://www.musashi-casting.co.jp

23 株式会社エスケーエレクトロニクス 京都府 http://www.sk-el.co.jp/

24 川並鉄工株式会社 京都府 https://kawanami-metal.jp

25 黄桜株式会社 京都府 https://kizakura.co.jp

26 株式会社キャリアネットワーク京都 京都府 http://cnkyoto.jp

27 株式会社栗田製作所 京都府 http://pekuris.co.jp

28 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 京都府 http://www.atr.jp

29 CONNEXX SYSTEMS 株式会社 京都府 https://www.connexxsys.com/

30 株式会社魁半導体 京都府 https://sakigakes.co.jp/

31 株式会社清水製作所 京都府 http://www.shimizu-mfg.com

32 株式会社積進 京都府 http://www.sekishin.co.jp/

33 トスレック株式会社 京都府 https://www.tosslec.co.jp

34 中沼アートスクリーン株式会社 京都府 https://www.nakanuma.co.jp/

35 株式会社ニチダイ 京都府 http://www.nichidai.jp

36 日本電気化学株式会社 京都府 http://www.ndkgk.com

37 マイクロニクス株式会社 京都府 http://www.micronix.co.jp

38 山田化学工業株式会社 京都府 https://ymdchem.com

39 コスメディ製薬株式会社 京都府 https://cosmed-pharm.co.jp

40 嶋田プレシジョン株式会社 京都府 http://www.shimada-precision.co.jp

41 株式会社写真化学 京都府 http://www.shashin-kagaku.co.jp/

42 株式会社ShinSei 京都府 https://www.mold-shinsei.co.jp/

43 京都機械工具株式会社 京都府 https://ktc.jp/

44 株式会社Kamogawa 京都府 http://www.kamog.co.jp/

45 株式会社パリティ・イノベーションズ 京都府 https://www.piq.co.jp
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46 株式会社プロト 京都府 http://proto-tec.co.jp/

47 株式会社COGNANO 京都府 https://www.cognano.co.jp

48 株式会社イー・プランニング 大阪府 http://www.eplanning.co.jp/

49 株式会社AMC 大阪府 https://amcodms.com/

50 株式会社エイワット 大阪府 https://eiwat.co.jp/

51 株式会社SDC田中 大阪府 http://www.sdc-tanaka.co.jp

52 株式会社エムジェイテック 大阪府 http://www.mjtec.co.jp/

53 大阪精工株式会社 大阪府 http://www.osaka-seiko.jp

54 有限会社大阪製作所 大阪府 http://www.osaka-jp.net

55 株式会社岡野製作所 大阪府 http://okanoworks.com/

56 鹿島化学金属株式会社 大阪府 https://kashima-kagaku.com/

57 関西セイキ工業株式会社 大阪府 http://www.kansaiseiki.co.jp

58 株式会社喜多製作所 大阪府 http://www.kita-mfg.com/

59 木ノ本伸線株式会社 大阪府 https://kinomoto.co.jp

60 國友熱工株式会社 大阪府 http://www.kunitomo-nekkou.co.jp/

61 株式会社クニムネ 大阪府 http://www.kunimune.co.jp

62 株式会社ケンテック 大阪府 https://kentech.co.jp/

63 コドモエナジー株式会社 大阪府 https://www.codomo-e.co.jp/

64 ゴールデンダンス株式会社 大阪府 http://goldendance.co.jp/

65 株式会社小西金型工学 大阪府 https://www.konishi-kanagata.co.jp/

66 サラヤ株式会社 大阪府 https://www.saraya.com/

67 株式会社三和鋲螺製作所 大阪府 http://www.sanwabyora.co.jp

68 ジェノミディア株式会社 大阪府

69 株式会社新日本テック 大阪府 https://www.sntec.com

70 株式会社フジキン 大阪府 https://www.fujikin.co.jp/

71 ソフトキューブ株式会社 大阪府 http://www.softcube.co.jp

72 大衛株式会社 大阪府 https://amethyst.co.jp/

73 太盛工業株式会社 大阪府 https://www.taisei-kogyo.com/

74 株式会社大日電子 大阪府 https://www.dainichi-el.co.jp/

75 株式会社竹中工務店技術研究所 大阪府 http://www.takenaka.co.jp/

76 株式会社竹中製作所 大阪府 https://www.takenaka-mfg.co.jp

77 知能技術株式会社 大阪府 http://www.chinou.co.jp

78 帝国イオン株式会社 大阪府 https://teikoku-ion.co.jp

79 東洋炭素株式会社 大阪府 http://www.toyotanso.co.jp

80 株式会社トクピ製作所 大阪府 http://www.tokupi.co.jp

81 株式会社中村超硬 大阪府 http://www.nakamura-gp.co.jp

82 株式会社ニート 大阪府 http://www.neatnet.jp

83 西村黒鉛株式会社 大阪府 http://nishimura-graphite.co.jp

84 日東商事株式会社 大阪府 http://www.nittoshoji.co.jp

85 能勢鋼材株式会社 大阪府 https://www.nose-sus.co.jp/

86 ハリキ精工株式会社 大阪府 http://www.hariki.co.jp

87 株式会社ヒラカワ 大阪府 https://www.hirakawag.co.jp/

88 フルテック株式会社 大阪府 http://www.full-tech.co.jp/

89 株式会社プロアシスト 大阪府 https://www.proassist.co.jp/

90 マツダ株式会社 大阪府 https://matsuda-fastener.co.jp/

91 圓井繊維機械株式会社 大阪府 http://www.marusans.com

92 株式会社ユニックス 大阪府 http://www.unics-co.jp

93 有限会社吉則工業 大阪府 http://www.yosinori.co.jp/
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94 リグナイト株式会社 大阪府 https://www.lignyte.co.jp

95 エイチアールディ株式会社 大阪府 http://www.hrd-a.co.jp

96 アイセル株式会社 大阪府 https://isel.jp

97 藤川金属工業株式会社 大阪府 https://www.fujikawa-metal.com/

98 ナルックス株式会社 大阪府 https://www.nalux.co.jp/

99 吉川化成株式会社 大阪府 https://www.ypc-g.com/

100 鈴木合金株式会社 大阪府 https://www.suzuki-gokin.co.jp

101 株式会社野村鍍金 大阪府 http://www.nomuramekki.com

102 株式会社大阪アサヒメタル工場 大阪府 https://www.osaka-asahi.com/factory/

103 ネオテックス株式会社 大阪府 http://www.neotecs.co.jp

104 三和パッキング工業株式会社 大阪府 http://www.sanwa-packing.co.jp/

105 株式会社アクロエッジ 大阪府 https://www.acroedge.co.jp

106 化研テック株式会社 大阪府 https://www.kaken-tech.co.jp/

107 株式会社ロータス・サーマル・ソリューション 大阪府 https://www.lotus-t-s.co.jp/

108 スキルインフォメーションズ株式会社 大阪府 https://www.sic-net.co.jp/

109 株式会社ヤスオカ 大阪府 https://www.yasuoka.co.jp/

110 株式会社松徳工業所 大阪府 https://www.shotoku-netsushori.co.jp/

111 冨士端子工業株式会社 大阪府 https://www.fujiterminal.co.jp/

112 日光化成株式会社 大阪府 https://www.nikkokasei.co.jp/

113 テクノグローバル株式会社 大阪府 http://techno-global.jp/

114 株式会社神山鉄工所 大阪府 https://www.kamiyama-tekkosho.co.jp/

115 旭精工株式会社 大阪府 https://asahiseiko.co.jp/

116 株式会社ノチダ 大阪府 http://www.nochida.co.jp/

117 光陽化学工業株式会社 大阪府 https://www.koyo-chemicals.co.jp/

118 誠南工業株式会社 大阪府 http://www.seinan-ind.co.jp/

119 株式会社オージック 大阪府 http://www.ogic.co.jp/

120 株式会社ナノビヨンド 大阪府

121 共栄産業株式会社 大阪府 http://www.kyoeisg.co.jp

122 株式会社セイワマシン 大阪府 https://seiwa-m.co.jp/

123 サムテック株式会社 大阪府 http://www.samtech.co.jp/

124 睦月電機株式会社 大阪府 http://www.mutsuki.co.jp

125 パール工業株式会社 大阪府 http://www.pearl-kg.co.jp/company/

126 株式会社クオルテック 大阪府 https://www.qualtec.co.jp/

127 貴和化学薬品株式会社 大阪府 https://www.kiwachem.co.jp/

128 株式会社サンプラテック 大阪府 https://www.sanplatec.co.jp/

129 金井重要工業株式会社 大阪府 https://www.kanaijuyo.co.jp/

130 水谷ペイント株式会社 大阪府 http://www.polyma.co.jp

131 淡路マテリア株式会社 兵庫県 https://www.awaji-materia.co.jp/

132 株式会社インキュベーションアライアンス 兵庫県 https://incu-alliance.co.jp

133 有限会社エーテック 兵庫県 http://www.a-tech.org

134 株式会社片山商店 兵庫県 http://www.katayama-s.co.jp/

135 旭光電機株式会社 兵庫県 http://www.kyokko.co.jp/

136 株式会社工販 兵庫県 https://kabu-kohan.co.jp/

137 神戸天然物化学株式会社 兵庫県 http://www.kncweb.co.jp

138 サイエンティフィックテクノロジーズ有限会社 兵庫県 http://www.sci-tech.jp/

139 山陽色素株式会社 兵庫県 https://www.sanyocolor.jp/

140 株式会社ジェイテックコーポレーション 兵庫県 https://www.j-tec.co.jp/

141 シモダフランジ株式会社 兵庫県 http://www.shimoda-flg.co.jp/
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142 株式会社大日製作所 兵庫県 https://www.dainichiss.co.jp

143 千代田金属工業株式会社 兵庫県 http://www.c-k.jp/

144 有限会社ティミス 兵庫県 http://homepage3.nifty.com/tmis/

145 株式会社ナサダ 兵庫県 http://www.nasada.co.jp/

146 日本圧延工業株式会社 兵庫県 https://www.nichiatu.co.jp

147 Bio-energy　株式会社 兵庫県 http://www.kce.co.jp/bioenergy/

148 ハマックス株式会社 兵庫県 http://www.hama-x.co.jp

149 深江化成株式会社 兵庫県 https://www.watson.co.jp/

150 株式会社ブレイン 兵庫県 http://www.bb-brain.co.jp

151 北斗電子工業株式会社 兵庫県 http://www.hokuto-ele.co.jp/

152 ボルツ株式会社 兵庫県 http://www.boltz.jp/

153 株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ 兵庫県 https://www.moresco.co.jp/

154 ヤヱガキ醗酵技研株式会社 兵庫県 https://www.yaegaki.co.jp/bio/

155 株式会社ライトニックス 兵庫県 http://www.lightnix.jp/

156 株式会社サーテック永田 兵庫県 http://www.surtech.co.jp

157 ヘイシンテクノベルク株式会社 兵庫県 https://www.htw.jp

158 トラストメディカル株式会社 兵庫県 http://www.trustmedical.jp

159 株式会社ヤノ技研 兵庫県 http://www.yano-giken.com

160 石崎プレス工業株式会社 兵庫県 http://www.ispress.co.jp

161 新生電子株式会社 兵庫県 http://www.shinsei-denshi.co.jp/

162 株式会社エスケイケイ 奈良県 http://www.skknet.co.jp

163 株式会社MSTコーポレーション 奈良県 http://www.mst-corp.co.jp/

164 株式会社エフ・エー・テック 奈良県 http://www.fatec.co.jp/

165 株式会社タカトリ 奈良県 http://www.takatori-g.co.jp/

166 株式会社ユタニ 奈良県 https://www.yutani.co.jp/

167 株式会社カワタテック 奈良県 https://www.kawatatec.co.jp/

168 株式会社𠮷川国工業所 奈良県 http://www.yoshikawakuni.co.jp/

169 アクロナイネン株式会社 和歌山県 http://www.w-ksk.co.jp

170 株式会社ＮＳＫ 和歌山県

171 柏木鉄工株式会社 和歌山県 http://www.kashiwagi-tekko.co.jp/

172 阪和電子工業株式会社 和歌山県 https://www.hanwa-ei.co.jp/

173 三木理研工業株式会社 和歌山県 https://www.mikiriken.co.jp/

174 株式会社保田鉄工所 和歌山県 http://www.yasudatec.co.jp

175 株式会社アイスティサイエンス 和歌山県 http://www.aisti.co.jp

176 株式会社八光 長野県 https://www.hakko-medical.co.jp/

177 株式会社降矢技研 山梨県 http://www.furiya.co.jp

1 公益財団法人ふくい産業支援センター 福井県 https://www.fisc.jp/

2 公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター 福井県 http://www.werc.or.jp/

3 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 滋賀県 https://www.shigaplaza.or.jp/

4 公立大学法人滋賀県立大学 滋賀県 https://www.usp.ac.jp/

5 学校法人立命館 滋賀県 http://www.ritsumei.ac.jp/research/

6 関西ティー・エル・オー株式会社 京都府 http://www.kansai-tlo.co.jp/

7 公益財団法人京都高度技術研究所 京都府 https://www.astem.or.jp/

8 公益財団法人京都産業２１ 京都府 https://www.ki21.jp/

9 学校法人龍谷大学 京都府 https://www.ryukoku.ac.jp/

10 一般財団法人大阪科学技術センター 大阪府 http://www.ostec.or.jp/

11 国立大学法人大阪大学　医学系研究科保健学専攻 大阪府
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12 一般財団法人大阪大学産業科学研究協会 大阪府 https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/RAIS/

13 国立大学法人大阪大学　次世代内視鏡治療学共同研究講座 大阪府 https://project-engine.org/

14 一般財団法人関西環境管理技術センター 大阪府 https://www.ematec.or.jp/

15 関西大学社会連携部 大阪府 https://www.kansai-u.ac.jp/renkei/

16 近畿産業技術クラスター協同組合 大阪府 http://www.kstc.jp

17 NPO法人近畿バイオインダストリー振興会議 大阪府 http://kinkibio.com/

18 堺商工会議所 大阪府 http://sakaicci.or.jp/

19 特定非営利活動法人資源リサイクルシステムセンター 大阪府 http://www.npo-rsc.org/

20 株式会社大阪シティ総合研究所 大阪府

21 一般財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所 兵庫県 https://www.ampi.or.jp/

22 公益財団法人新産業創造研究機構 兵庫県 https://www.niro.or.jp/

23 公益財団法人奈良県地域産業振興センター 奈良県 https://www.nara-sangyoshinko.or.jp

24 公立大学法人奈良県立医科大学 奈良県 https://www.naramed-u.ac.jp/

25 和歌山県中小企業団体中央会 和歌山県 http://www.chuokai-wakayama.or.jp

26 公益財団法人わかやま産業振興財団 和歌山県 https://yarukiouendan.or.jp/

27 一般財団法人ファインセラミックスセンター 愛知県 https://www.jfcc.or.jp/

1 滋賀県工業技術総合センター 滋賀県 https://www.shiga-irc.go.jp/

2 滋賀県東北部工業技術センター 滋賀県 https://www.hik.shiga-irc.go.jp/

3 京都リサーチパーク株式会社 京都府 https://www.krp.co.jp/

4 大阪公立大学 大阪府 https://www.upc-osaka.ac.jp/

5 地方独立行政法人大阪府立産業技術研究所 大阪府 http://tri-osaka.jp/

6 地方独立行政法人大阪市立工業研究所 大阪府 https://www.omtri.or.jp/

7 独立行政法人産業技術総合研究所関西センター 大阪府 https://www.aist.go.jp/kansai/

8 加古川市ものづくり支援センター 兵庫県 https://www.city.kakogawa.lg.jp/

9 一般社団法人ネオマテリアル創成研究会 兵庫県 http://www.neomaterial.org/

10 独立行政法人物質・材料研究機構 茨城県 https://www.nims.go.jp/

1 福井県産業労働部地域産業・技術振興課 福井県 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/chisangi/index.html

2 滋賀県商工観光労働部新産業振興課 滋賀県 https://www.pref.shiga.lg.jp/

3 京都府商工労働観光部ものづくり振興課 京都府 https://www.pref.kyoto.jp/

4 大阪府商工労働部中小企業支援室ものづくり支援課 大阪府 https://www.m-osaka.com/jp/

5 奈良県産業振興総合センター創業・経営支援部　経営支援課 奈良県 https://www.pref.nara.jp/

6 和歌山県商工観光労働部企業政策局産業技術政策課 和歌山県 https://www.pref.wakayama.lg.jp/
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