
企業名 業種 企業名 業種 企業名 業種 企業名 業種

化学・素材 化学・素材 化学・素材

1 ㈱カネカ 製造業 1 宇部興産㈱ 化学・医薬品製造販売 1 バンドー化学㈱ ゴム加工・化学 1 ㈱クレハ 化学・素材

2 信越化学工業㈱ 化学 2 花王㈱ メーカー 2 三菱ケミカル㈱ 総合化学メーカー 2 サンスターグループ メーカー

3 住友化学㈱ 化学 3 サカタインクス㈱ 製造業（化学） 3 ㈱ネオス 製造業（化学メーカー） 3 JSR㈱ 化学メーカー

4 積水化学工業㈱ メーカー：化学 4 JNC㈱ メーカー／化学 コンサルタント 4 帝人㈱ 化学･素材

5 三井化学㈱ メーカー／化学 5 東洋アルミニウム㈱ 製造業 4 アクセンチュア㈱ コンサルティング 5 日東電工㈱ 化学メーカー

6 東洋紡㈱ 化学メーカー 電子・電気 6 日本特殊陶業㈱ 製造業（セラミックス）

6 ㈱ソシオネクスト メーカー(半導体・電子・電気部品) 7 東レ㈱ 化学メーカー 5 日本電産㈱ 電子部品メーカー

7 TDK㈱ メーカー(電子部品・電子デバイス) 8 ナガセケムテックス㈱ 製造業 エネルギー 7 中部電力㈱ 電力・ガス

8 ルネサスエレクトロニクス㈱ 電子部品メーカー 9 日産化学㈱ 製造業（化学） 6 岩谷産業㈱ 商社・エネルギー

9 ローム㈱ 半導体電子部品 10 日本ペイントホールディングス㈱ メーカー(化学系） ゴム･紙・セメント 8 王子ホールディングス㈱ 紙･パルプ

エネルギー 11 三菱ガス化学㈱ 製造業（化学・素材） 7 住友大阪セメント㈱ セメント製造業

10
ENEOS㈱
（旧JXTGエネルギー㈱）

エネルギー（ガス･電気） 電子・電気 印刷･パッケージ 9 大日本印刷㈱ 印刷･同関連産業

ゴム･紙・セメント 12 EIZO㈱ メーカー（映像関連ソリィーション） 8 レンゴー㈱ 製造業（紙・パルプ）

11 ㈱ブリヂストン
タイヤ、化成品、工業資材の開発・

生産・販売
13 キヤノン電子管デバイス㈱ メーカー･電子デバイス 10 ㈱アイ・ピー・エス ソフトウェア、ITコンサルティング

12 三ツ星ベルト㈱ 製造業(ゴム) 14 京セラ㈱ 電子部品　製造業 9 ㈱NTTデータ 情報処理 11 NTTコムウェア㈱
IT情報通信、ソフトウェア、システム

インテグレータ

15 ㈱村田製作所 電子部品メーカー 10 チームラボ㈱ IT

13 凸版印刷㈱ 総合印刷業 エネルギー 11 ㈱日本総合研究所 IT、コンサル、シンクタンク 12 ㈱シマノ 輸送用機械器具製造業

16 大阪ガス㈱ エネルギー（ガス･電気） 13 スズキ㈱ 輸送用機械器具製造業

14 アイテック阪急阪神㈱ ICT 17 関西電力㈱
電気事業、熱供給事業、電気通信

事業、ガス供給事業等
12 アイシン精機㈱ 自動車・輸送用機器 14 日産自動車㈱ 製造業(自動車)

15 ㈱オービック IT・コンサルティング業界 13 小糸製作所 メーカー(輸送用機器） 15 ㈱モリタホールディングス 輸送用機器

16
パナソニック システムソリュー
ションズ ジャパン㈱

G39･情報サービス業(ソフトウェア） 18 アドソル日進㈱ 情報通信業 14 ジヤトコ㈱
製造業（自動車用変速機及び自動

車部品の開発、製造、販売）
16 矢崎グループ（矢崎総業㈱） 輸送用機械器具製造業

17 ミラクシア エッジテクノロジー
(旧パナソニックデバイスシステムテクノ)

半導体設計開発 19 ㈱エクサ 情報サービス業 15 ㈱SUBARU 自動車・輸送機器製造業 17 ヤマハ発動機㈱ 輸送用機械器具製造業

18 リコーITソリューションズ㈱ 情報通信業 20 ㈱オプテージ 情報通信業 16 ダイハツ工業㈱ 製造業（輸送用機械器具）

21 日鉄ソリューションズ㈱ IT(システムインテグレーター) 17 本田技研工業㈱ メーカー　（自動車・輸送機器） 18 ㈱鴻池組 総合建設業

19 ザイマックスグループ 不動産業 22 富士通㈱ 情報通信業 18 三菱自動車工業㈱ 完成車両 開発 生産 19 三機工業㈱ 建設業

20 ㈱竹中工務店 総合建設業 建設・住宅・不動産 20 住友林業㈱ 建設業

21 日本国土開発㈱ 総合建設業（ゼネコン） 23 ㈱デンソーテン 製造業 19 ㈱大林組 建設業 21 高砂熱学工業㈱ 建設設備業

22 ㈱長谷工コーポレーション 建設業 24 マツダ㈱ 製造業（自動車） 20 五洋建設㈱ 建設業

製造業(機械) 建設・住宅・不動産 21 清水建設㈱ 総合建設業 22 川崎重工業㈱ メーカー

23 ㈱イシダ 精密機械メーカー 25 鹿島建設㈱ 総合建設業 製造業(機械) 23 DMG森精機㈱ 機械･ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

24 オークマ㈱ 工作機械メーカー 製造業(機械) 22 NEC（日本電気㈱） IT 24 TOA㈱ 製造業（機械）

25 ㈱京都製作所 製造業 26 NTN㈱ 機械系製造業 23 ㈱クボタ 機械メーカー 25 東京エレクトロングループ 産業用電気機器

26 ㈱日立ハイテク メーカー(精密機器・医用機器) 27 コマツ(㈱小松製作所) 製造業（機械） 24 ㈱GSユアサ 総合二次電池メーカー 26 三菱重工業㈱ 機械メーカー

27 古河電気工業㈱ 製造業（非鉄金属） 28 ㈱島津製作所 製造業 25 ㈱指月電機製作所 電気機械器具製造業

28 ㈱前川製作所
製造・施工エンジニア・メンテナンス

サービス
29 住友重機械工業㈱ メーカー（機械） 26 ㈱SCREENホールディングス 産業用機械製造業 27 三菱電機㈱ 総合電機

電機・機械 30 フードテクノエンジニアリング㈱
製造業（食品機械）、エンジニアリン

グ（食品）
27 セイコーエプソン㈱ メーカー(精密機器)

29 パナソニック㈱ 電気機器メーカー 31 フジテック㈱ 機械製造 28 TOTO㈱ メーカー（住宅設備機器） 28 ㈱神鋼環境ソリューション 機械・プラントエンジニアリング

32 ブラザー工業㈱ 電機・精密機器 29 ナブテスコ㈱ 機械メーカー 29 メタウオーター㈱ プラントエンジニアリング

30 東レエンジニアリング㈱ エンジニアリング事業 33 古野電気㈱
製造業(船舶用電子機器・産業用機

器など)
30 日立建機㈱ 建設機械メーカー

農産業 34
㈱堀場製作所（HORIBAグルー
プ）

精密機器 31 ファナック㈱ 電気機械器具製造業 30 KDDI㈱ 電気通信事業

31 ㈱サカタのタネ 食品 電機・機械 32 三菱電機エンジニアリング㈱ 製造業　（設計）

通信関連産業 35 アイリスオーヤマ㈱ 製造業 33 ヤンマーホールディングス㈱ 製造業（機械） 31 ㈱J-オイルミルズ 食品製造業

32
NTTコミュニケーションンズグ
ループ

各種ICTサービス事業 電機・機械 32 (一財)日本食品分析センター
その他のサービス業（食品等の分

析受託機関)

33 ㈱NTTドコモ 通信業界 36 日鉄テックスエンジ㈱ 総合エンジニアリング業 34 ウシオ電機㈱ メーカー（電子・電機） 33 フィード・ワン㈱ 製造業

34 NTT西日本(西日本電信電話㈱) 情報・通信・インターネットサービス 農産業 35 ダイキン工業㈱ メーカー(機械/化学)

医療・精密機械 37 中部飼料㈱ 食品製造業 36 ㈱日立製作所 総合電機 34 シスメックス㈱
メーカー（臨床検査機器・検査用試

薬他）

35 アークレイ㈱ 医療用分析機器 37 富士電機㈱ 電気機械器具製造業 35 ニプロ㈱ 精密機器

38 住友電気工業㈱ メーカー（非鉄金属）

36 日本製鉄㈱ 鉄鋼業 研究開発支援 38 日立造船㈱ メーカー(機械・プラント) 36 ㈱神戸製鋼所 鉄鋼、非鉄、機械、電力

37 三菱マテリアル㈱ メーカー(非鉄金属) 39 ㈱コベルコ科研 研究開発支援業 通信関連産業 37 JFEスチール㈱ 鉄鋼業

38 ㈱横河ブリッジホールディングス 金属製品 39 NTT研究所(日本電信電話㈱) 通信

38 JR西日本(西日本旅客鉄道㈱) 運輸

39 JR東海(東海旅客鉄道㈱) 運輸(鉄道業） 40 ㈱リコー メーカー（精密機器） 39 日本通運㈱ 運輸業、建設業

40 西日本高速道路㈱ その他のサービス業 設備・設計

41 新菱冷熱工業㈱ 設備・設備工事関連 40 西尾レントオール㈱ 総合レンタル業(物品賃貸業)

商社

42 ミカサ商事㈱ 半導体商社 41 防衛省自衛隊 特別職国家公務員

43 ㈱栗本鐵工所 鉄鋼業

44 近鉄グループホールディングス㈱ 陸運業

鉄鋼・非鉄･金属製品

運輸・不動産・輸送業

精密機械

その他サービス業

官公庁

建設・住宅・不動産

自動車・輸送用機械関連

プラントエンジニアリング

鉄鋼・非鉄･金属製品

運輸・不動産・輸送業

プラントエンジニアリング

製造業(機械)

電機・機械

プラントエンジニアリング

鉄鋼・非鉄･金属製品 プラントエンジニアリング

建設・住宅・不動産

電子・電気

エネルギー

ゴム･紙・セメント

印刷･パッケージ

情報処理・ソフトウエア

情報処理・ソフトウエア

印刷･パッケージ 自動車・輸送用機械関連

情報処理・ソフトウエア 自動車・輸送用機械関連

情報処理・ソフトウエア

化学・素材

2月27日（土） 2月28日（日） 3月1日（月） 　　　3月2日（火）

通信関連産業

食品

医療・精密機械

鉄鋼・非鉄･金属製品

運輸・不動産・輸送業


