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企業名 所在地 企業名 所在地

あ （株）タガミ･イーエクス 石川県能美市

（株）アイ・アイ・ピー金沢 石川県金沢市 宝印刷（株） 東京都豊島区

（株）アイ・オー・データ機器 石川県金沢市 （株）タスク 石川県金沢市

アイパブリッシング（株） 石川県金沢市 立山科学グループ 富山県富山市

（株）天琴 長野県長野市 中越パルプ工業（株） 富山県高岡市

（有）ＥＳアドバイザー 長野県長野市 中小企業基盤整備機構　北陸本部 石川県金沢市

特許業務法人井澤国際特許事務所 東京都港区 中部経済産業局 愛知県名古屋市

石川県（商工労働部産業政策課産業人材政策室） 石川県金沢市 中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局
（北陸地域高機能新素材産業創出支援事業、北陸地域ライフサイエンス産業創出支援事業）

富山県富山市

石川県工業試験場 石川県金沢市 （株）ディー・イー・エヌ 石川県野々市市

（公財）石川県産業創出支援機構 石川県金沢市 （株）DMM.comラボ 石川県金沢市

（一社）石川県情報システム工業会 石川県金沢市 （株）できる 石川県かほく市

（株）石川コンピュータ・センター 石川県金沢市 テックワン（株） 石川県能美市

いしかわサイエンスパーク研究所等誘致推進協議会 石川県能美市 東亜電機工業（株） 石川県小松市

伊東産業（株） 長野県長野市 （株）東京証券取引所 東京都中央区

エイネット（株） 東京都千代田区 東京プロセスサービス（株） 石川県能美市

（株）エイブルコンピュータ 石川県金沢市 （株）東振精機 石川県能美市

ＮＥＣソリューションイノベータ（株） 石川県白山市 東北電子産業（株） 京都府京都市

（株）ＭＩ 東京都港区 （株）TOP 福井県越前市

（株）エリオニクス 大阪府池田市 ドメインリーダーシップ育成センター 石川県小松市

岡谷熱処理工業（株） 長野県岡谷市 富山第一銀行 富山県富山市

オリオン機械（株） 長野県須坂市 な

か （株）名古屋証券取引所 愛知県名古屋市

カイシン工業（株） 長野県長野市 ニッコー(株) 石川県白山市

【JST】国立研究開発法人科学技術振興機構 東京都千代田区 日信化学工業（株） 福井県越前市

【JST】（株）シャルマン ／ 片山聖二（大阪大学） 東京都千代田区 日本海航測（株） 石川県金沢市

【JST】日華化学（株）／脇坂昭弘（産業技術総合研究所） 東京都千代田区 （一社）日本化学経営シンクタンク 東京都千代田区

【JST】明和工業（株） ／ 宮脇長人（石川県立大学） 東京都千代田区 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　敦賀事業本部 福井県敦賀市

【JST】大日精化工業（株） ／ 後藤　淳（京都大学） 東京都千代田区 日本政策金融公庫 石川県金沢市

【JST】リアルデザイン（株） 東京都千代田区 根上工業（株） 石川県能美市

【JST】ヤグチ電子工業（株） 東京都千代田区 野々市市 石川県野々市市

【JST】渡辺 雄二郎 准教授（金沢工業大学） 東京都千代田区 能美市 石川県能美市

【JST】イー・アーム（株） 東京都千代田区 野村證券（株） 石川県金沢市

【JST】（株）会津工場 東京都千代田区 は

外務省 東京都千代田区 白山市 石川県白山市

加賀市 石川県加賀市 ハタブネコンサルティング（同） 石川県能美市

かがつう（株） 石川県金沢市 PFUビジネスフォアランナー（株） 石川県かほく市

金沢市 石川県金沢市 （有）美楽でんぱまる事業部 石川県野々市市

金沢電子出版（株） 石川県金沢市 （株）ファインテック 神奈川県横浜市

（株）かな和工業 富山県南砺市 ５０プラス起業ネットワーク石川 石川県金沢市

（株）管理工学研究所 石川県金沢市 （株）フェローテックセラミックス 石川県白山市

北日本紡績（株） 石川県白山市 （公財）ふくい産業支援センター 福井県福井市

（株）キャスト西野 石川県金沢市 不二越機械工業（株） 長野県長野市

goowa（株） 石川県金沢市 フジタ技研（株） 石川県能美市

くまもと大学連携インキュベータ（中小機構） 熊本県熊本市 富士通（株） 石川県金沢市

（株）グランゼーラ 石川県金沢市 BREST（株） 石川県白山市

クリエイション・コア東大阪 大阪府東大阪市 （株）北陸エンジニアプラスチック 富山県射水市

（株）C8LINK 石川県金沢市 （株）北陸カラーフォーム 石川県能美市

クレスコ北陸（株） 石川県金沢市 （有）北陸企画サービス 長野県長野市

（公社）　計測自動制御学会　北陸支部 石川県金沢市 （株）北陸銀行 富山県富山市

（株）高志インテック 富山県富山市 （一財）北陸経済研究所 富山県富山市

（有）コーペ 福井県あわら市 北陸経済連合会 石川県金沢市

小島プレス工業（株） 愛知県豊田市 （一財）北陸産業活性化センター 石川県金沢市

小松精練（株） 石川県能美市 （株）ホソダＳＨＣ 福井県福井市

小松電子（株） 石川県小松市 堀田洋菓子店 石川県金沢市

こまつビジネス創造プラザ 石川県小松市 ま

さ マーケットリサーチ社 千葉県茂原市

サカイオーベックス（株） 福井県丹生郡越前町 （株）マイクロエミッション 石川県能美市

産業技術総合研究所　中部センター 愛知県名古屋市 前多（株） 石川県金沢市

（株）三弘 愛知県名古屋市 マリモ電子工業（株） 長野県上田市

サンコロナ小田（株） 石川県小松市 （株）丸誠商会 石川県金沢市

サンタ（株） 石川県金沢市 水環境もやい研究所 岐阜県大垣市

（株）シ・ピ・エル 石川県白山市 三谷産業（株） 石川県金沢市

（株）ジャストドゥイット 富山県砺波市 ミテネインターネット（株） 福井県福井市

（株）ジャフコ 愛知県名古屋市 モビラス（株） 東京都千代田区

（株）シャルマン 福井県鯖江市 や

国立研究開発法人　情報通信研究機構 石川県能美市 ヨシダ工業（株） 福井県鯖江市

新日本有限責任監査法人 石川県金沢市 よろづや観光（株） 石川県加賀市

（株）スギノマシン 富山県滑川市 ら

た ライオン・パワー（株） 石川県小松市

（株）ダイワ工業 長野県岡谷市 （株）ラピュタインターナショナル 石川県金沢市

TownLab 石川県小松市 （株）ルバンシュ 石川県能美市

高岡テクノドーム（（一財）富山県産業創造センター） 富山県高岡市 わ

高松機械工業（株） 石川県白山市 （株）ワイエムシィ 石川県小松市

高松油脂（株） 石川県能美市 （株）wapon 石川県白山市
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