Matching HUB Kanazawa 2018 出展ブース番号（産官金）

分類

企業・機関名

所在地

キャッチフレーズ

url

あ
産

235 株式会社アイ・アイ・ピー金沢

石川県金沢市

多様な人財の中から即戦力となる人財をご紹介します

http://iip-kanazawa.co.jp/

産

108 株式会社アイ・オー・データ機器

石川県金沢市

デジタル機器の新たな価値をご提案します

http://www.iodata.jp/

産

227 愛知工務店

石川県金沢市

木材の利用価値を考えて・・・

http://www.aichi-k.jp/

産

148 アイパブリッシング株式会社

石川県金沢市

データを活用し、社会課題の解決へ

https://www.ipublishing.jp/

東京都港区

スマートフォン、IoTを絡めたクラウドアプリ開発

https://asianbridge.co.jp

京都府京都市

痒い所に手が届くインバウンド対策のなんでも屋さん

https://addd-link.co.jp

石川県能美市

21世紀が求めるIT人材を育成します

http://www.at-academy.co.jp/

産
産
産

3 株式会社Asian Bridge
207 株式会社アドリンク
20 アライドテレシスアカデミー株式会社

金

213 EY新日本有限責任監査法人

石川県金沢市

御社のパートナーとして成長を支援します。

https://www.shinnihon.or.jp/

官

224 株式会社石川県IT総合人材育成センター

石川県金沢市

質の高い総合的な人材育成に向けて

https://www.ishikawa-sc.co.jp/

官

74 公益財団法人石川県産業創出支援機構

石川県金沢市

ビジネスに関する課題を解決するISICOです

http://www.isico.or.jp

官

22 公益財団法人石川県産業創出支援機構 サイエンスパークオフィス

石川県能美市

新たな”知”と”産業”を創造します

http://www.isico.or.jp/isp

産

110 一般社団法人 石川県情報システム工業会

石川県金沢市

石川の豊かな社会形成とICT産業の発展を目指して

http://www.isa.or.jp

官

168 石川県中小企業団体中央会

石川県金沢市

ものづくり・革新サービスを応援

http://www.icnet.or.jp/

官

165 石川県中小企業団体中央会 石川技研工業株式会社

石川県白山市

新研磨による高耐食SUSパイプの量産体制の確立

http://www.i-giken.co.jp

官

163 石川県中小企業団体中央会 石川樹脂工業株式会社

石川県加賀市

すべての製品の企画・製造を石川県で行っております

http://www.ishikawajyushi.net/

官

172 石川県中小企業団体中央会 畝田屋 工房和美紗美

石川県輪島市

玉虹(玉虫羽根蒔絵加飾)ブランドへの進化

http://www.wbsb.jp

官

167 石川県中小企業団体中央会 奥田染色株式会社

石川県金沢市

「加賀友禅」「加賀染」の一貫製作で伝統を未来に

http://akaneya-web.com

官

166 石川県中小企業団体中央会 新谷産業株式会社

石川県金沢市

クラシックデザインで「美しく、機能的に」

http://mikokon.sakura.ne.jp/

官

173 石川県中小企業団体中央会 株式会社スミタ

石川県加賀市

機械器具を簡単で確実に長さや角度を無段階に調整

http://www.sumita-net.com/

官

171 石川県中小企業団体中央会 株式会社マイクロエミッション

石川県能美市

現場設置できる元素分析装置(プラズマ発光方式)

http://www.microem.co.jp/

官

170 石川県中小企業団体中央会 有限会社ミランティジャパン 九谷 結窯

石川県加賀市

『装う九谷』『極める九谷』 想いをかたちに

http://www.yui-koubou.com/

官

164 石川県中小企業団体中央会 株式会社ラピュタインターナショナル

石川県金沢市

世界の感動をドアツードア、人と人を感動で繋ぎます

http://rapyuta.jp/

官

169 石川県中小企業団体中央会 株式会社和平商店

石川県能登町

石川県能登小木港産!船凍いかのいか加工専門

http://www.ogiika.co.jp

産

112 一般社団法人石川県鉄工機電協会

石川県金沢市

会員企業のニーズに素早くお答えします

http://www.tekkokiden.or.jp

産

113 一般社団法人石川県鉄工機電協会

石川県金沢市

会員企業のニーズに素早くお答えします

http://www.tekkokiden.or.jp

石川県能美市

JAISTを核とした新たな知と産業の創出

http://www.isico.or.jp/isp/

官

21 いしかわサイエンスパーク研究所等誘致推進協議会

官

186 いしかわ大学連携インキュベータ(中小機構 北陸)

石川県野々市

アイデアをビジネスに変える場所

http://www.smrj.go.jp/incubation/i-bird/

産

143 石川ニュービジネス協議会

石川県金沢市

ニュービジネスの創出による経済の発展を目指します

https://inbc.jp/

石川県金沢市

良質な睡眠と天然素材の寝具

http://www.ishitaya.com/

産

6 株式会社石田屋

産

103 ヴァーヴビジュアルソリューション株式会社

京都府京都市

画像解析とロボット制御とレーザー加工

産

101 株式会社HTKエンジニアリング

石川県金沢市

今流行りのAIとRPAで働き方改革を実現

https://www.he.htk-jp.com/

産

144 株式会社ADI.G

石川県金沢市

口から始まる全身の健康により健康寿命を延伸する

http://adig.jp
http://eco-system.ne.jp/

産

28 株式会社エコシステム

石川県能美市

瓦が舗装に!環境にやさしい舗装材

産

95 NEC

石川県金沢市

ICT技術で、社会に新たな価値を創造します。

産

17 NECソリューションイノベータ(株)

石川県白山市

コレカラを見る、全力でつくる、笑顔を生み出す。

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/

石川県金沢市

パートナー様との新しい価値の協創を

https://www.nttdocomo.co.jp/biz/

産

218 株式会社NTTドコモ 北陸支社

産

85 FXC株式会社

大阪府大阪市

FXC Networking Solution

https://www.fxc.jp/

産

30 OHTA合同会社

石川県野々市

確かなエビデンスに基づく“暮らし”の最適化

http://www.ohtalab.com
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産

50 岡谷熱処理工業株式会社

長野県岡谷市

熱処理歪みの極小化でコスト削減に貢献!

産

91 株式会社 オンワード技研

石川県能美市

常に前進 「薄膜創造企業」

http://onwardgiken.jp

か
官

67 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)

東京都千代田区

STI for SDGsに積極的に貢献します

https://www.jst.go.jp/sdgs/index.html

官

68 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)

東京都千代田区

未来のためにできることがある～JSTとSDGs

https://www.jst.go.jp/sdgs/index.html

官

70 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 株式会社会津工場

福島県只見町

独自工法「Hプロセス」による精密鋳造品の活用展開

https://www.kabuaizu.co.jp/

官

69 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) JST A-STEP 機能検証フェーズ

東京都千代田区

はじめませんか産学連携 産学協働を支援します!

http://www.jst.go.jp/mp/index.html

官

71 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) JST 産学連携展開部 事業紹介

東京都千代田区

産学連携による研究成果の実用化を目指して

https://www.jst.go.jp/tt/

石川県加賀市

～イノベーション先進都市を目指して～

http://kaga-iotac.org/

官

233 加賀市

産

96 加賀電子株式会社

石川県金沢市

エレクトロニクス業界の未来のため世界を駆け巡る!

https://www.taxan.co.jp/jp/

産

230 加賀木材株式会社

石川県金沢市

めざすは「山への恩返し」

http://www.kagamoku.co.jp

産

10 カシオ計算機株式会社

石川県金沢市

水銀ランプを使用しない環境に優しいプロジェクター

https://casio.jp/projector/

産

51 カタニ産業株式会社

石川県金沢市

魅せる商品、輝く素材、加飾はカタニが提案します。

https://www.katani.co.jp/

石川県白山市

省エネに関しての補助金活用はお任せください

http://www.kanaiwa.co.jp

石川県金沢市

産学連携および地場企業・起業家支援を進めます!

石川県金沢市

スゴイを届ける

https://www.kthree.co.jp/

石川県能美市

自動搬送装置のトップブランドメーカー

http://giken-jpn.com/

産
官
産
産

132 株式会社カナイワ
38 金沢市
147 株式会社管理工学研究所
89 技研株式会社

産

106 株式会社キシテック

石川県金沢市

3Dプリンタで素早く試作、検証!

http://www.kictec3d.jp

産

34 北日本紡績株式会社

石川県白山市

新たな高機能繊維材の開発と環境事業の展開

http://www.ktbo.co.jp/

石川県金沢市

「グーワを選ぶ」ーそれが最善の選択

http://goowa.jp

産

142 goowa株式会社

産

4 株式会社グランゼーラ

石川県野々市

ゲームの技術を武器に、ゲーム以外の分野にも

産

37 株式会社グランドライン

滋賀県草津市

エアー鉋 ～建築物を常に若々しく、伝統を後世に～

https://grandline.works/index.html

産

187 株式会社C8LINK

石川県金沢市

3Dのことなら弊社におまかせ！

http://c8link.com

産

160 Gulde and Partner

神奈川県横浜市

今さら聞けない、なんてことありません!

https://www.berlin-patent.net/de/

愛知県名古屋市

中部地域のイノベーション創出を支援します!

http://www.chubu.meti.go.jp/b37renkei/index.html

官

99 経済産業省 中部経済産業局

官

174 公益社団法人計測自動制御学会北陸支部

福井県福井市

「計測・制御・システム工学」の専門学術団体

http://www.sice.or.jp/org/hokuriku/

産

107 株式会社高志インテック

富山県富山市

一歩先の技術で 一歩先の未来へ

http://www.koushi-intec.co.jp/

官

204 独立行政法人国際協力機構 北陸センター

石川県金沢市

北陸発! きときとの国際協力

http://www.jica.go.jp/hokuriku/

産

192 国造柚子生産組合

石川県能美市

美しい里山と有機農法に育てられた柚子

産

146 小島プレス工業株式会社

愛知県豊田市

原点発想～基本を見直し、企業体質強化～

http://www.kojima-tns.co.jp/index.html

産

189 Konel

石川県金沢市

欲望を形にするクリエイティブ。

http://konel.jp/

官

209 小松市役所 商工労働課

石川県小松市

女性の活躍や起業を積極的にサポートします

http://www.city.komatsu.lg.jp/shoukoushinkou/

石川県能美市

新しい価値の創造に挑戦

http://www.com-one.com/

東京都新宿区

世界の最先端IT技術を北陸のお客様に

http://www.computerdyna.com/

産
産

23 株式会社COM-ONE
120 コンピュータダイナミックス株式会社
さ

産

25 株式会社サイテム

石川県能美市

実験研究に最適な新しい水素供給ツール

http://scitem.co.jp

官

80 国立研究開発法人産業技術総合研究所中部センター

愛知県名古屋

日本最大級の公的研究機関

https://www.aist.go.jp/chubu/

官

81 国立研究開発法人産業技術総合研究所中部センター

愛知県名古屋

材料系ものづくりの総合的な研究拠点

官

82 国立研究開発法人産業技術総合研究所中部センター

愛知県名古屋

石川サイトは、企業と産総研をつなぎます。

石川県金沢市

飲みたい気持ちの一番近くに

産

229 サントリービバレッジソリューション株式会社

https://www.aist.go.jp/chubu/
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産
産

24 有限会社ジータ
131 ジオシステム株式会社

石川県小松市

新しい「人」と「機械」のつながりを考える

http://www.gita.co.jp

東京都練馬区

工場廃水などからのG-HEXによる未利用熱の回収

http://www.geo-system.jp/

産

53 ジャパンドームハウス株式会社

石川県加賀市

第4の構造材 特殊発泡ポリスチレン製ドームハウス

http://www.dome-house.jp

官

109 独立行政法人情報処理推進機構

東京都文京区

頼れるIT社会"の実現を目指して"

https://www.ipa.go.jp

官

117 国立研究開発法人情報通信研究機構

石川県能美市

ICT分野の公的研究機関が北陸に!

http://starbed.nict.go.jp/

官

162 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

神奈川県川崎市

ベンチャー・中小・中堅企業をご支援します!

http://www.nedo.go.jp

産

133 ゼネラルヒートポンプ工業 株式会社

富山県富山市

空調・給湯で、そこにある排熱・地中熱を利用しよう

https://www.zeneral.co.jp

産

129 ソフトバンク株式会社

石川県金沢市

オープンイノベーションを成功に導くソリューション

石川県川北町

つたえたいココロを「カタチ」に「感動」に

http://takakuwa.wave.jp/

石川県能美市

機能性表面をプロデュースする高松油脂

http://www.takamatsuyusi.co.jp/

石川県金沢市

クラウドで北陸を元気に!

https://www.task.co.jp/

た
産
産
産

232 高桑美術印刷株式会社川北事業部
55 高松油脂株式会社
118 株式会社タスク

産

64 立山科学グループ 立山科学工業株式会社

富山県富山市

科学は夢と知性のクリエーター 立山科学グループ

http://www.tateyama.jp

産

65 立山科学グループ 立山科学工業株式会社

富山県富山市

科学は夢と知性のクリエーター 立山科学グループ

http://www.tateyama.jp

産

40 株式会社田中建設

石川県能美市

地球をやさしく耕す、土のアーティスト

http://www.tanakaken.com

産

33 株式会社中東

石川県能美市

つくる たてる かんがえる

http://chuto.jp/

産

61 株式会社DFC

京都府宇治市

機械の力で化学に貢献

http://dfc-kyoto.co.jp

産

126 株式会社テリロジー

東京都千代田区

最先端のサイバーセキュリティと企業を繋ぐ

http://www.terilogy.com/

産

102 東振グループ(株式会社東振精機/株式会社東振テクニカル)

石川県能美市

Revolution & Innovation

http://www.tohshin-inc.co.jp/

産

44 東北電子産業株式会社

神奈川県川崎市

優れた「技術」を売る 誇り高き「商人」

https://www.tei-c.com

産

18 徳盛創庫株式会社

石川県能美市

空き工場や空き倉庫をリノベーションし新創庫

https://tokumroisouko.com

官

225 一般財団法人富山県産業創造センター(高岡テクノドーム)

富山県高岡市

人・モノ・情報が集積する多目的創造空間

http://www.technodome.or.jp/

官

231 公益財団法人富山県新世紀産業機構 とやまナノテククラスター

富山県高岡市

次世代材料”CNF”で、高付加価値製品の創出を!

http://www.tonio.or.jp/nanotech/

な
官

121 公益財団法人長野県テクノ財団

長野県長野市

環境と共生する 新産業創出への挑戦

http://www.tech.or.jp/

金

212 株式会社名古屋証券取引所

愛知県名古屋市

IPOのファーストステージ

http://www.nse.or.jp/

産

191 ナレルシステム株式会社

石川県金沢市

誰でも知識・情報・考え方を教え込めるAIスピーカ

http://knowrel.com/

長野県飯島町

肉厚0.005mm～ マイクロパイプ

http://www.nanshin.com/

産

87 株式会社ナンシン

金

175 日本政策金融公庫 北陸創業支援センター

石川県金沢市

事業を営むみなさまのための政策金融機関です。

https://www.jfc.go.jp/

産

194 日本海航測株式会社

石川県金沢市

過去を学び、現在を捉え、未来に伝える。

http://www.nihonkai-as.co.jp/

東京都港区

標準化で市場を創るために、自ら規格を作りませんか

https://www.jsa.or.jp/dev/iso_partner

官

88 一般財団法人日本規格協会(JSA)

官

145 国立研究開発法人日本原子力研究開発機 敦賀総合研究開発センター

福井県敦賀市

原子力の総合研究機関として、技術で地域企業を支援

https://soudan.jaea.go.jp/index.html

金

214 日本証券業協会

石川県金沢市

日証協は活力ある金融資本市場の実現を目指します

http://www.jsda.or.jp/

産

47 根上工業株式会社

石川県能美市

ポリマーの限りない未来を求めて挑戦し続けます

http://www.negamikogyo.co.jp/

産

181 能登印刷株式会社

石川県白山市

創る力と伝える技術で人と社会のワクワクを創出する

https://www.notoinsatu.co.jp/

官

198 能登SDGsラボ

石川県珠洲市

尖端発、産学官金のプラットフォーム

官

202 中能登町織物デザインセンター/能登テキスタイル・ラボ

石川県中能登町

デザインと織物でオリジナルのものづくりをお手伝い

石川県能登町

能登の地域資源の利活用で新時代の地域振興を

産

29 能登リサイクル協同組合

https://nakanoto-dc.jp/

官

195 野々市市

石川県野々市

市全体がキャンパス 産学連携に最適な環境です

http://www.city.nonoichi.lg.jp

官

190 能美市

石川県能美市

匠の技をもつ企業と先端技術の知財が集積するまち

http://www.city.nomi.ishikawa.jp/

Matching HUB Kanazawa 2018 出展ブース番号（産官金）

金

77 野村ホールディングス株式会社

石川県金沢市

目指すのは、“今”以上の“未来”。

https://www.nomura.com/jp/

は
官

206 白山市

石川県白山市

白山市でビジネスチャンスを掴む!

http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/

産

180 Pacific Spatial Solutions株式会社

東京都千代田区

ロケーションデータの潜在力を解放せよ。

https://pacificspatial.com

石川県かほく市

ICTをお客様のビジネスと社会の発展に

http://www.pfu.fujitsu.com/

岐阜県高山市

あなたの想いを地域活性化ファンドが応援します!

https://www.hidashin.co.jp

石川県金沢市

石川県の農業女子コンビです

東京都港区

電子地域通貨による地域活性化に取り組んでいます!

https://finnovalley.jp

石川県金沢市

豊かで夢のある未来をともに

http://www.fujitsu.com/jp/

産
金
産
産
産

9 株式会社PFU
14 ひだしんイノベーションパートナーズ株式会社
219 ひらみゆき農園&きよし農園
13 株式会社フィノバレー
115 富士通株式会社

産

56 不二ライトメタル株式会社

熊本県長洲町

～軽金属材料の活躍する社会をサポート～

http://fuji-lm.co.jp/

産

11 株式会社双子ゲームス

石川県白山市

VR/AR開発なら弊社まで！

https://futagogames.co.jp/

官

177 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 分子・物質合成プラットフォーム

茨城県つくば市

バイオ・分析の装置・設備が使えます

http://www.nims.go.jp/mmsp/

産

159 BREST株式会社

石川県白山市

中小中堅企業のクリエイティブパートナー

https://www.brestbrand.com

富山県富山市

エネルギー商社として常に新しい時代を切り拓く

http://www.hokusan.co.jp
http://www.tokinoen.com/

産

59 北酸株式会社

官

149 社会福祉法人 北伸福祉会 朱鷺の苑グループ

石川県金沢市

福祉の原点はやさしさ

産

210 有限会社北陸企画サービス

長野県長野市

皆様のお役に立つ新商品をお届け!

産

211 有限会社北陸企画サービス

長野県長野市

皆様のお役に立つ新商品をお届け!

金

223 株式会社北陸銀行

富山県富山市

地域に強さを。ひとに情熱を。

http://www.hokugin.co.jp

官

12 一般財団法人北陸産業活性化センター

石川県金沢市

限りない可能性を求めて―――

http://www.hiac.or.jp/

金

94 株式会社北國銀行

石川県金沢市

豊かな明日へ、信頼の架け橋を

http://www.hokkokubank.co.jp/

ま
産

208 丸富産業株式会社

熊本県御船町

宣伝水は「飲む広告」

http://sendensui.com

産

75 三谷産業株式会社

石川県金沢市

あなたにとって特別な会社を目指して

http://www.mitani.co.jp/JP/index.html

石川県金沢市

創造をカタチに

http://www.michiyoko.co.jp/

石川県金沢市

地域社会の発展へ積極的に貢献します

http://www.mki.co.jp/

石川県金沢市

養蜂業を営み88年、金沢品質をお届けいたします。

http://www.8383.co.jp

長野県東御市

インクジェットで「水」と「空気」以外に印刷する!

https://recruit.mimaki.com/

産
産
産
産

178 株式会社道洋行
19 三井情報株式会社
188 株式会社みつばちの詩工房
92 株式会社ミマキエンジニアリング

産

134 株式会社宮本工業所

富山県富山市

『熱技術と未来環境の創造』

http://www.miyamoto-k.co.jp/

産

127 株式会社Moly

石川県野々市

大切な人を犯罪被害者にも加害者にもさせない

https://www.company-moly.com

石川県金沢市

働き方改革実践オフィス!

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

石川県金沢市

私達は「ペットの健康」を「第一」に考えます

http://regalfactory.ocnk.net/

石川県金沢市

ICTとAIで介護業界にイノベーションを起こす!

https://www.logic-is.co.jp

石川県野々市

ひとと風景がアートになる、印象美なまちづくり

http://wordrobe.biz

東京都港区

技術力と人間力で、未来を拓く研究者集団

https://witc-rd.jp/

石川県白山市

waponから世界へイノベーションを

https://wapon.co.jp

や
産

16 株式会社山岸製作所
ら

産
産

185 株式会社 レガールファクトリー
150.151 株式会社ロジック

わ
産
産
産

199 株式会社WORDROBE
73 株式会社ワールドインテックRD
179 株式会社wapon

