参加採択企業リスト
法人本社名（全）

業種

住所

ウェブサイトURL

1

茂田石油株式会社

EC・卸業・小売業

北海道旭川市春光6条2丁目5番8号

https://www.moda.co.jp/

2

AWL株式会社

情報通信業

北海道札幌市東区北8条東4丁目1-20

http://awl.co.jp

3

株式会社調和技研

情報通信業

北海道札幌市北区北二十一条西12-2 北大ビジネススプリング311 https://www.chowagiken.co.jp/

4

株式会社十勝大福本舗

製造業

北海道中川郡幕別町緑町7番地

http://www.tokachidaifuku.com

5

日成工機株式会社

製造業

北海道上川郡当麻町宇園別1区

https://www.nisseykoki.co.jp

6

有限会社Q-Lights

技術・サービス業

岩手県花巻市二枚橋5-6-3 B-4

http://www.q-Lights.com

7

株式会社近藤設備

建設業

岩手県北上市流通センター6-13

http://konsetu-iwate.com

8

株式会社栄組

建設業

岩手県遠野市上郷町板沢9-19-1

https://www.sakaegumi.jp

9

泰光住建株式会社

その他

宮城県仙台市泉区長命ヶ丘1-17-3

http://artoletta.com/#concept

10

株式会社エム・エス・アイ

情報通信業

山形県山形市松栄1-5-7

https://msi-net.co.jp/

11

渋谷レックス株式会社

EC・卸業・小売業

福島県福島市北矢野目字戸ﾉ内1番地

http://www.shibuyarex.com

12

株式会社小野工業所

建設業

福島県福島市町庭坂字堀ﾉ内3-1

https://onokogyosyo.takumino.co.jp/

13

Ambii株式会社

情報通信業

茨城県つくば市吾妻2-5-1 つくばスタートアップパーク201

https://about.ambii.com/ja/

14

株式会社槐工務店

建設業

栃木県大田原市中田原633-6

http://saikachi.co.jp/

15

株式会社バンテック

製造業

栃木県佐野市石塚町871-1

http://www.vth.co.jp

16

カネイシ株式会社

EC・卸業・小売業

群馬県佐波郡玉村町184-4

https://www.kaneishi.co.jp

17

ツバメ無線株式会社

製造業

群馬県前橋市上大島町220

https://www.tbm-japan.com/

18

アイフィールド有限会社

製造業

群馬県富岡市曽木310-1

https://www.i-field.jp

19

株式会社タイガーカワシマ

製造業

群馬県邑楽郡板倉町大字籾谷2876

https://www.tiger-k.co.jp/

20

株式会社ヨコオ

製造業

群馬県富岡市神農原1112

https://www.yokowo.co.jp/company/

21

岡部工業株式会社

製造業

群馬県伊勢崎市五目牛町651

http://www.okbmfg.com

22

ニッカ電測株式会社

製造業

埼玉県川越市下赤坂710

http://www.nikka-densok.co.jp/

23

アクセプト株式会社

製造業

埼玉県狭山市水野399

http:/www.acsept.co.jp/

24

株式会社金子製作所

製造業

埼玉県さいたま市岩槻区古ｹ場1-3-13

http://www.t-kaneko.co.jp

25

株式会社エフテック

製造業

千葉県久喜市菖蒲町昭和沼19

https://www.ftech.co.jp/

26

株式会社やっちゃばくらじ

EC・卸業・小売業

東京都大田区大森東1-32-5-604

http://www.yacchaba-kuraji.com/

27

滝川株式会社

EC・卸業・小売業

東京都台東区元浅草3-2-1

https://www.takigawa.co.jp/

28

株式会社グローバルフィッシュ

EC・卸業・小売業

東京都足立区千住河原町29-1

https://globalfish.co.jp

29

丹波貿易株式会社

EC・卸業・小売業

東京都北区東十条6丁目5−21 丹波貿易本社ビル

https://tamba-trading.com/

30

ジャポックス株式会社

EC・卸業・小売業

東京都大田区蒲田5-27-5-401

https://www.japox.ne.jp

31

株式会社obniz

技術・サービス業

東京都豊島区南池袋二丁目28番14号 大和証券池袋ビル7階

https://obniz.com/

32

新日本空調株式会社

技術・サービス業

東京都中央区日本橋浜町2-31-1 浜町センタービル

https://www.snk.co.jp/

33

株式会社ビジネス・アソシエイツ

情報通信業

東京都港区芝4-3-5ファースト岡田ビル7F

http://www.ba-net.co.jp/

34

株式会社フォーラムエイト

情報通信業

東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA 棟21F

https://www.forum8.co.jp/

35

株式会社共達

情報通信業

東京都港区芝1-9-3 芝マツラビル3F

https://www.cncsys.co.jp/

36

株式会社理工電気

製造業

東京都品川区東五反田5-22-37 オフィスサークルN五反田ビル

https://rikohdenki.jp/

37

旭計器株式会社

製造業

東京都港区芝浦2-3-31 第二高取ビル3階

http://www.asahikeiki.co.jp/

38

株式会社清和光学製作所

製造業

東京都中野区弥生町4-12-17

https://www.seiwaopt.co.jp/

39

FDK株式会社

製造業

東京都港区港南1-6-41芝浦クリスタル品川8F

https://www.fdk.co.jp/

40

株式会社桜川ポンプ製作所

製造業

東京都江戸川区中葛西6-18-8 2F

https://www.sakuragawa.co.jp/

41

岡谷精立工業株式会社

製造業

東京都足立区千住緑町1-18-1

https://www.okaya-seiritsu.co.jp/

42

東海工業株式会社

製造業

東京都港区芝3-1-15 芝ボードビル6階

https://www.tokai-kc.co.jp

43

株式会社湖池屋

製造業

東京都板橋区成増5-9-7

https://koike-ya.com/index.html

44

株式会社ハナミスイ

製造業

東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿609号室

https://hanamisui.jp/

45

アラウンド・ザ・ワールド株式会社 技術・サービス業

東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル10F

https://aroundthe-world.net/web/

46

アクセスエンジニアリング有限会社 EC・卸業・小売業

神奈川県相模原市中央区田名7361-23

https://www.access-eng.com/

47

株式会社エスアンドエフ

技術・サービス業

神奈川県川崎市宮前区土橋7-22-1

https://www.saginuma.co.jp/

48

株式会社おしん

技術・サービス業

神奈川県藤沢市藤沢607-1藤沢商工会館3階 SFIC No.9

https://www.oshintours.jp/

49

フジイコーポレーション株式会社

製造業

新潟県燕市小池285

https//www.e-fujii.co.jp

50

ライオンパワー株式会社

製造業

石川県小松市月津町ツ5番地

https://www.lionpower.co.jp/index_e.html

51

株式会社天晴データネット

情報通信業

福井県福井市加茂河原2-22-18

https://www.tenseidatanet.co.jp/

52

コルネ株式会社

情報通信業

福井県福井市中央3丁目3-21 福井中央ビル2階

https://www.collne.com/

53

穂足農園合同会社

その他

山梨県北杜市須玉町大豆生田1221

http://www.hotarifarm.com
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54

甲府ビルサービス株式会社

技術・サービス業

山梨県甲府市池田1-5-9

http://kofu-bldg.co.jp

55

素朴屋株式会社

建設業

山梨県北杜市大泉町西井出1878

http://sobokuya.life

56

山陽精工株式会社

製造業

山梨県大月市猿橋町小沢1435

https://sanyoseiko.co.jp

57

NiKKiFron株式会社

EC・卸業・小売業

長野県長野市穂保409-2

http://www.nikkifron.com/

58

株式会社小宮山土木

建設業

長野県北佐久郡立科町牛鹿1616-1

http://komiyama.jp/

59

株式会社竹花組

建設業

長野県佐久市望月30-1

https://www.takehanagumi.co.jp/

60

株式会社市川工務店

建設業

岐阜県岐阜市鹿島町6-27

https://www.ic-group.co.jp/

61

太平洋精工株式会社

製造業

岐阜県大垣市桧町450

https://www.pecj.co.jp/

62

イゲタ金属株式会社

製造業

岐阜県美濃市口野々3256

https://igeta-k.co.jp/company.html

63

株式会社テクノプレニードヒダ

製造業

岐阜県加茂郡川辺町比久見445-6

http://www.preknead.co.jp

64

ユーエスウラサキ株式会社

製造業

岐阜県各務原市各務東町5-82-17

http://www.usac-jp.com

65

パイフォトニクス株式会社

製造業

静岡県浜松市東区天王町673

https://www.piphotonics.com/

66

株式会社ハイタック

製造業

静岡県沼津市西熊堂716番地41

https://www.i-field.jp/www.hi-tak.co.jp

67

株式会社丸政

EC・卸業・小売業

愛知県名古屋市南区星崎2-101

https://www.marumasa-co.com/

68

株式会社浅井工務店

建設業

愛知県名古屋市千種区千種通6丁目29番地

http://asai-acc.co.jp

69

株式会社名友産商

製造業

愛知県小牧市小木東

http://www.meiyu-ss.co.jp

70

光生アルミニューム工業株式会社

製造業

愛知県豊田市神池町2-1236

http://www.koseijp.co.jp/

71

服部工業株式会社

製造業

愛知県岡崎市羽根町字若宮30番地

http://www.hattorikogyo.com/

72

株式会社港屋珈琲

技術・サービス業

三重県鈴鹿市西条5-45

https://www.minatoya-coffee.net/

73

日印食品開発有限会社

製造業

三重県四日市市日永西5-17-19

https://www.nichiinfood.com/

74

株式会社ゲートジャパン

EC・卸業・小売業

京都府京都市伏見区 竹田向代町9番地

https://www.gatejapan.co.jp/

75

京都食品株式会社

製造業

京都府向日市鶏冠井町西金村3-1

http://www.kyotoshokuhin.jp

76

レオニス株式会社

EC・卸業・小売業

大阪府堺市北区百舌鳥陵南町3-56

https://leonis-sf.com

77

津田物産株式会社

EC・卸業・小売業

大阪府鶴見区放出東3-7-3

http://www.ricefriend.com/kaisha/kai_gaiyo_tsuda.html

78

株式会社アクトプロ

その他

大阪府大阪市中央区難波2-3-7 南海難波御堂筋ウエスト大阪ビル3F

https://actpro.co.jp/wp/

79

株式会社イケ

製造業

大阪府岸和田市岸の丘町2丁目2番31号

http://www.iaw-ike.co.jp

80

ケイ・エイチ工業株式会社

製造業

大阪府堺市中区田園969-1

http://www.kh-co.jp

81

株式会社大阪クリップ

製造業

大阪府大阪市生野区新今里1-11-3

http://www.clip-s.co.jp/index.html

82

株式会社フジキン

製造業

大阪府大阪市北区芝田1-4-8北阪急ビル3階

https://www.fujikin.co.jp/

83

株式会社テクノタイヨー

製造業

大阪府堺市東区石原町1-153

http://www.techno-t.co.jp/

84

メイク株式会社

製造業

大阪府茨木市豊川3-1-48

http://www.make-levelsensor.jp/company-profileenglish-2

85

株式会社櫻製作所

製造業

大阪府大阪市淀川区野中南2-7-12

http://www.sakuraseisakusho.co.jp

86

マテックス株式会社

製造業

大阪府八尾市水越1-125

https://www.matex-japan.com

87

株式会社山本金属製作所

製造業

大阪府大阪市平野区背戸口2丁目4番7号

https://yama-kin-recruit.com/

88

フィガロ技研株式会社

製造業

大阪府箕面市船場東1-11-46

https://www.figaro.co.jp/

89

株式会社Asia-Pacific Produce

EC・卸業・小売業

兵庫県伊丹市西台1-2-3 山本不動産ビル301

https://www.approduce.jp/

90

株式会社山陽

製造業

兵庫県姫路市東郷町43番地

http://sanyotan.co.jp/

91

株式会社ライズクリエイション

EC・卸業・小売業

奈良県奈良市東九条町17-1フクダギフトビル2F

http://risecreation.jp/

92

株式会社豊国

建設業

奈良県北葛城郡河合町池部2丁目7番5号

https://www.houkoku.cc/

93

有限会社鮮魚の達人

EC・卸業・小売業

和歌山県和歌山市西浜1660-377

http://www.esakana.co.jp/

94

協和プレス工業株式会社

製造業

和歌山県紀の川市長田中345-7

http://www.kyowa-p.co.jp

95

株式会社メイワ

製造業

和歌山県紀の川市長田中345-1

http://www.w-meiwa.co.jp/

96

太洋工業株式会社

製造業

和歌山県和歌山市有本661

https://www.taiyo-xelcom.co.jp/

97

株式会社吉谷機械製作所

製造業

鳥取県鳥取市古海356番地1

https://www.yoshitani-kikai.co.jp/

98

グリーンツール株式会社

製造業

岡山県笠岡市みの越17

http://www.greentool.co.jp/

99

有限会社

製造業

岡山県倉敷市栗坂810-11

http://www.okayama-neji.co.jp/

100 株式会社荒谷商会

EC・卸業・小売業

広島県呉市苗代町445-1

https://aratanishoukai.jp/

101 株式会社横山工業所

技術・サービス業

広島県広島市南区比治山町1番10号

https://yokoko.net/

102 トーホー株式会社

製造業

広島県広島市西区三篠町2-19-19

http://www.toho-beads.co.jp

103 日本デリバリーサービス株式会社

製造業

広島県福山市御幸町上岩成566

https://www.jdscorp.co.jp/

104 株式会社サンワテクノス

製造業

広島県呉市築地町6-5

http://ｗｗｗ.sanwa-technos.co.jp

105 株式会社ひびき精機

製造業

山口県下関市菊川町田部186-2

http://hibikiseiki.com/

106 株式会社北村組

建設業

香川県高松市東山崎町1122番地

http://www.ca.pikara.ne.jp/kitamuragumi/

107 株式会社illustrious

EC・卸業・小売業

愛媛県松山市余戸南3-12-15

https://www.illustrious.co.jp/

岡山ネジ製作所
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108 いよせき株式会社

EC・卸業・小売業

愛媛県西条市ひうち3-21

http://iyoseki.co.jp

109 有限会社アイプランニング

技術・サービス業

愛媛県松山市古三津6丁目13番18号

http://aiplanning-company.com/

110 ジャスティン株式会社

製造業

愛媛県四国中央市川之江町3125-3

http://justin.jp/

111 遠赤青汁株式会社

製造業

愛媛県東温市則之内甲2225-1

http://www.enseki.com

112 株式会社アテックス

製造業

愛媛県松山市衣山1-2-5

https://atexnet.co.jp/

113 株式会社日本キャリア工業

製造業

愛媛県松山市東垣生町980-5

http://nippon-career.co.jp

114 株式会社フジコソ

製造業

愛媛県東温市則之内段乙2309番地

https://www.fujikoso.co.jp/

115 株式会社高知丸高

建設業

高知県高知市薊野南町12-31

https://www.ko-marutaka.co.jp/

116 廣瀬製紙株式会社

製造業

高知県土佐市高岡町乙3292-1

https://www.hirose-paper-mfg.co.jp/

117 大野コンクリート株式会社

製造業

福岡県福岡市早良区田村7-27-8

http://www.oono-concrete.co.jp/

118 株式会社大橋

製造業

佐賀県神埼市千代田町﨑村401

https://www.ohashi-inc.com/

119 大阪鋼管株式会社

製造業

長崎県佐世保市針尾北町813-1

http://www.osaka-kokan.co.jp

120 株式会社さかうえ

製造業

鹿児島県志布志市志布志町安楽28783-4

http://info@sakaue-farm.co.jp

