
企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

㈱トンボ 2億6187万 776 メーカー

スクールユニフォーム、スポーツウェア、介護・メディカルウェアの

企画・製造・販売。

タニコー㈱ 5億2000万 1552 メーカー

業務用厨房機器の製造・販売・メンテナンス、製品の設計・開発、厨

房内の製品配置レイアウト設計、現場での製品配置海外厨房機器の輸

入販売、厨房機器の輸出(東南アジア・オーストラリア等)

長田電機工業㈱ 1億 294 メーカー

当社は歯科治療を受ける時に座る診療台や歯を削る機器などの歯医者

さんには欠かせない機器を扱う医療機器メーカーです。開発から製

造、販売まで自社一貫で行い、お客様の健康と笑顔の実現を目指して

います。

田島ルーフィング㈱ 8232万 1199 メーカー

建築用防水材および床材の材料・工法・生産技術の開発、製造、販売

内外日東㈱ 3億 302 運輸

お客様のニーズに合わせ、国内外における配送、輸出入通関、保管、

在庫管理、梱包・包装、流通加工、情報システム等のサービスメ

ニューから必要なモノを組み合わせ、質の高い物流サービスを提供し

ております。

KISCO㈱ 6億 294 商社

1921年に創業した化学品の専門商社です。本年で創業から100年。世

界をフィールドに「材料」「技術」「情報」「サービス」を提供し、

人々の暮らしを豊かにする製品の開発/提供に貢献してきました。

㈱東京鋲兼 3億2000万 300 商社
各種締結部品の販売・製造・輸出入

ダイワボウ情報シス

テム㈱
118億1300万 1726 商社

ＰＣ、サーバー、モバイルデバイス、プリンター、モニター、ネット

ワーク機器、情報家電から、周辺機器、ソフトウェア、サプライに至

る約２２０万アイテムに及ぶＩＴ関連商材の販売

亀有信用金庫 7億3000万 434 金融
信用金庫法に基づく金融業

新日本ウエックス㈱ 9800万 1317 サービス

リネンサプライ業。ホテルや工場、レストランなどで使用される繊維

製品（タオル、作業着等）をクリーニングサービス付きでリースする

ビジネスです。企業を裏から支える『縁の下の力持ち』として活躍し

ています。

2023年 2～3月開催　「企業発見フェア」参加企業

2月6日（月）

第一部【10：00～11：30】



企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

㈱デザインアーク（大

和ハウスグループ）
4億5000万 1113 建設

①オフィス・商業施設の内装設計及び工事  ②建設現場向け事務備品

等のレンタル　　③インテリア商品卸売　　④階段・バルコニーなど

の建材商品の製造・販売・施工

全薬工業㈱ 4800万 587 メーカー

医薬品、医薬部外品、基礎化粧品、健康食品などの製造、販売【主要

製品】〇医療用医薬品「リツキサン点滴静注」　〇総合感冒薬「ジキ

ニン」シリーズ　〇スキンケア化粧品「Arouge」シリーズ

吉野石膏㈱ 1億 1000 メーカー
石膏建材（石こうボード等）の製造・販売

㈱重松製作所 5億7000万 392 スタンダード メーカー

防じん・防毒マスク【国家検定品】を主軸とする労働安全衛生保護具

の製造販売。製品は鉄鋼・造船・自動車等の基幹産業及び消防・警察

等の最前線で働く人の安全と健康を守っています。医療従事者向マス

クＮ９５も製造

㈱鳥羽洋行 11億4800万 227 スタンダード 商社

機械・工具類を販売するBtoBの専門商社です！　制御機器、ＦＡ機

器、産業機器の３部門を柱に、国内外のデジタル家電、自動車・車載

部品業界、ＦＡ・精密業界向けに生産設備関連機器を販売しておりま

す。

橋本産業㈱ 1億 255 商社

商社機能を中心にオリジナル製品を独自開発するメーカー的機能、施

工・メンテナンスなどをするエンジニアリング機能を持ち合わせてい

ます。これら3つの事業の幅を活かしてお客様の困った足りないを解

決しています。

朝日信用金庫 196億6700万 1412 金融

信用金庫に基づく金融業務預金、融資、為替（内国・外国）、投資信

託・保険商品等の販売コルレス業務、ディーリング業務、各種代理業

務

城北信用金庫 358億6600万 1902 金融

信用金庫法に基づく金融業務（預金・融資・内国為替・外国為替・国

債窓口販売・投資信託窓口販売・保険販売・各種公金収納・代理貸

付・貸金庫・各種相談業務等）

㈱内田洋行ＩＴソ

リューションズ
4億6000万 632 情報通信

【1】情報処理システムに関するコンサルティングサービスの提供

【2】ソフトウェアの設計･開発･販売･保守サービスの提供 【3】ネッ

トワークの設計･構築･保守サービスの提供 【4】クラウド及びICT関

連サービスの提供

一般社団法人日本自動

車連盟（JAF）
3428 サービス

自動車ユーザーの「安心」と「安全」のための各種サービスを提供し

ています。①ロードサービス②会員業務③会員優待サービス業務④交

通安全・環境保全に関する啓発・推進業務⑤国際業務⑥モータース

ポーツ業務

第二部【14：00～15：30】



企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

旭ファイバーグラス 51億3100万 525 メーカー

グラスウールを中心とする断熱・吸音材と建材を扱う「断熱・建材」

と、樹脂等を高機能化するガラス繊維・熱可塑性樹脂ペレット・モー

ルド製品・真空断熱材を扱う「産業資材」の２つの事業で構成されて

います。

三和テッキ㈱ 4億2380万 390 メーカー

電気をつくる『発電所』、電気を送る『送電線』、そして電気で走る

『鉄道』等、電気に係るインフラに不可欠な製品を提供しています。

海外のインフラ市場、建物を地震から守るダンパー市場でも事業を展

開しています。

スガツネ工業㈱ 4億 515 メーカー

建築金物・家具金物・産業機器部品の企画・開発・製造・販売・輸出

入

サンコーインダストリー㈱ 1億 484 商社

ねじを中心とするファスニング関連商品の仕入・販売を行う専門商社

です。自動車や家電・OA機器や建築などあらゆる業界からご注文を

頂く当社は、ニッポンのものづくりを支えます。

㈱リネックス 3億120万 120 商社

工業用ファスナー(ねじなどの締結部品)をはじめとした機械要素部品

の企画・開発・販売を行っています。商社でありながら、技術・開発

力に積極的に力を入れているメーカー志向の企業です。

マルテー大塚グループ

（大塚刷毛製造㈱）
1億 806 商社

塗装用刷毛・ローラーのメーカー及び塗装用機器、用具用品、オート

ボディ商品、加えてＯＡ機器の販売等をする専門商社

西武信用金庫 239億 1134 金融

都心部から多摩地区を中心として、地元の中小企業や住民のみなさま

に、預金・融資・為替などの金融サービスを提供している協同組織の

地域金融機関です。

みずほ証券（株） 1251億6700万 9106 金融

株式や債券等の証券関連分野において、個人のお客さまから国内外の

機関投資家や事業法人・金融法人・公共法人等の法人のお客さままで

幅広い金融ニーズにお応えしています。

鹿島建物総合管理

（株）【鹿島建設グ

ループ】

1億 2833 サービス

建築設備（電気・空調・給排水・消防）の保守をはじめ、建物の運営

マネジメント、リニューアル工事を通して建物が解体を迎えるまでの

維持管理を行います。

アラマーク ユニ

フォームサービス

ジャパン㈱

4億9000万 1528 サービス

ユニフォームサービスの専門企業です。ユニフォームの在庫管理から

クリーニング、デリバリー、販売まで一括対応するサービスを全国に

展開しています。

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

【第二部】14：00～15：30

【第一部】10：00～11：30

2月7日（火）



㈱立飛ホールディングス 1500万 283 不動産

東京都立川市のほぼ中心部に約98万㎡(東京ドーム約21個分)の土地を

保有する当社は、「不動産事業を中核に従業員の幸せを通じて社会貢

献する」を経営理念として、所有不動産の開発及び賃貸等を行ってお

ります。

オーデリック㈱ 1億 364 メーカー

住宅用の照明器具を中心に施設、店舗、オフィスビル、ホテルなどの

住宅以外も含めてあらゆる照明器具の製造・販売を行なっている会社

です

ケル㈱ 16億1700万 317 スタンダード メーカー

コネクタ・ICソケット・ハーネス等の電子部品、およびシステム機器

の開発・製造・販売

㈱大昌電子 7億3112万 924 メーカー

あらゆる電化製品に必ず使われているプリント配線基板という電子部

品の設計から製造、販売を行っています。

日本サーモスタット㈱ 4億5000万 926 メーカー

自動車のエンジンを最適な温度に保つ役割のを担っているサーモス

タットや住宅設備機器等「水・オイル・空気」の温度制御を担う製品

の設計開発・製造・販売を行っています。

㈱鷺宮製作所 9億6000万 1127 メーカー

冷凍・冷蔵・空調用自動制御関連機器および試験装置の製造販売

㈱廣瀬商会 1億 163 商社
繊維を中心とした総合商社

フジモトＨＤ㈱（ピッ

プグループ）
20億 1170 商社

衛生・ベビー・日用雑貨用品等の卸販売／ピップエレキバン・スリム

ウォーク等の自社開発商品の製造販売／海外事業／物流事業／ビュー

ティ関連事業

飯能信用金庫 17億 1015 金融

信用金庫法に基づく金融業務（預金、融資、為替、証券、保険募集業

務）、各種代理業務、公金・公共料金の収納業務　等

社会保険診療報酬支払

基金
4073 サービス

全国の保険医療機関・薬局から全国の健康保険組合などの保険者に請

求される医療費（診療報酬）を適正に審査し、保険者から払い込まれ

た診療報酬を保険医療機関・薬局に迅速に支払うことが主な業務で

す。

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

㈱ＹＡＭＡＮＡＫＡ 1億 310 メーカー

二酸化炭素排出を抑制、環境負荷を軽減する鉄を中心とした金属リサ

イクル業。生産や消費活動から発生する金属資源を回収し再資源化を

行う、静脈産業(世の中に不可欠な業種）の一翼を担い、地域社会に

貢献しています

㈱日本デジタル研究所

（ＪＤＬ）
1億 1150 メーカー

税務会計処理に特化したコンピュータシステムのハードウェア、ソフ

トウェア、Webサービスの開発、製造、販売、アフターサービス（主

要顧客:全国税理士事務所、企業経理部門）

2月8日（水）

【第一部】10：00～11：30



㈱髙山 3億1000万 500 商社

菓子・食品の卸売／安心でおいしい商品をお届けするため、商品管理

から物流提案、売場提案、ＰＢの企画開発までトータルに行っていま

す。

岡本無線電機㈱ 3億6000万 467 商社

電子部品・半導体・制御部品・及び関連製品等の販売・輸出入

FPGA、マイコンの設計・開発、電子機器の回路設計・開発・アッセ

ンブリ

㈱イトーヨーカ堂 400億 6988 流通
食料品、衣料品、住居関連商品、医薬品などを扱う総合スーパー（Ｇ

ＭＳ）

青梅信用金庫 22億 631 金融

信用金庫法に基づく金融業。預金・融資・為替業務、投資信託・生命

保険・損害保険販売業務  他

芝信用金庫 71億2400万 811 金融

信用金庫法に基づく金融事業全般（預金、融資、為替、国債、投信、

保険等の窓口販売、顧客相談他）

東京シティ信用金庫 143億8000万 628 金融
信用金庫法に基づく金融事業全般（預金、融資、為替、国債窓販、保

険商品の販売等）

さわやか信用金庫 142億 981 金融
信用金庫法に基づく共同組織金融業、預金・融資・内外為替業務他金

融業全般

㈱NTT東日本-南関東

〈コンサルティング営

業・SE〉

5000万 12206 情報通信

地域に密着した「ＮＴＴ東日本の顔」として、地域の自治体・企業等

のお客さまに対し、ＩＣＴを活用したサービスのコンサルティング、

通信環境の構築・運用を通じて、地域の通信を支えています。

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

㈱メリーチョコレート

カムパニー
1億 740 メーカー

チョコレートを始めとする洋菓子の製造・直販

イギン㈱ 1億 860 メーカー

婦人フォーマルウエアの専業メーカー。素材、品質、縫製に拘った最

高級のブラックフォーマル、カラーフォーマル、フォーマルアクセサ

リー等を全国の百貨店・ＧＭＳ店舗内のフォーマルコーナーで販売し

ています。

武蔵エンジニアリング

㈱
8000万 750 メーカー

ディスペンサー、半自動ロボット、全自動装置等の開発・製造・販売

を行っています。ディスペンサーとは接着・補強・固定といった『も

のづくりの塗布工程』で液体材料を精密・高速・安定的に制御する産

業用装置です。

杉本電機産業㈱ 9億1950万 473 商社

電気のインフラ構築を支えるサプライヤーです。人々の暮らしや生活

を豊かにする電気を安心・快適に供給するための電設資材などの販売

を通じ、お客様や仕入先様と一緒になって地域の環境づくりに貢献し

ています。

【第二部】14：00～15：30



㈱ヤマデン 5000万 80 商社

YAMADENは、「調達をもっと強く、ラクにする」工業用機械部品の

専門商社です。テクノロジーと現場力の掛け算で、製造業のお客様の

課題を解決します。

東和アークス㈱ 2億3000万 149 商社

砂利・砂・砕石や生コンクリート、アスファルト合材などの建設工事

や道路工事に必要な建設資材を取り扱う専門商社です。生活インフラ

を間接的に支える会社です。

㈱中村自工 3億1500万 177 商社

【商社部門】鉄道車両部品の卸売【メーカー部門】ユニバーサルジョ

イント（動力伝達装置）と熱交換器の研究・開発・設計・販売

いすゞ自動車首都圏㈱ 1億 1791 流通

いすゞ自動車製のトラック、バス、消防車などの特装車両、補修部品

等の販売及び自動車の整備。東京、千葉県、神奈川県、山梨県を販売

エリアとして担当しております。

昭和信用金庫 12億8426万 305 金融

信用金庫法に基づく金融業（預金、融資、内外国為替・各種代理業

務、公金取扱業務など）その他、お客様支援業務全般

㈱中央コンピュータシ

ステム（ＪＡ共済グ

ループ）

1億7000万 832 情報通信

ＪＡ共済のシステム会社。共済保険のシステムの設計・開発（上流工

程～下流工程）から運用・保守までを一貫して担っている。

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

㈱サイサン（Gas

One)
9540万 1480 エネルギー

家庭用LPガス・医療用・産業用一般高圧ガスの供給及び関連機器の

販売、ガス関連設備の設計施工、ミネラルウォーター「Water One」

の宅配事業、メガソーラー事業、電力供給事業、リフォーム事業等

㈱久世 1億 344 スタンダード 商社

【食品専門商社】ホテル・カフェ・会館・レストラン等の外食産業向

け業務用食材および資材の販売

渡辺パイプ㈱ 100億9918万 5264 商社

当社は、人が生きていく上で欠かせない上下水道や電気、住宅設備の

『商社』として、また農業資機材の『メーカー』として豊かで快適な

生活を支えており、業界内ではリーディングカンパニーとして展開し

ています。

㈱カワダ 9900万 337 商社
玩具の企画開発・生産・卸売・輸出入

イオンリテール㈱ 1億 23555 流通

総合小売事業。約300社に広がるイオングループの中核企業として、

本州・四国の『イオン』『イオンスタイル』を経営し、専門性の高い

品揃えとサービスで、お客さまのライフスタイルを総合的にサポート

しています。

2月９日（木）

【第一部】10：00～11：30



㈱レリアン 1億 1103 流通

婦人既製服の販売

トヨタモビリティ東京㈱ 181億 7700 流通

トヨタ車・レクサス車の新車販売、中古車販売、リース・レンタル事

業、自動車買取り（Ｔ－ＵＰ）、自動車の点検・整備、その他前記各

項に付帯する一切の業務

㈱静岡中央銀行 20億 441 金融
普通銀行業

かながわ信用金庫 48億4500万 758 金融

信用金庫法に基づく金融機関業務全般（預金・融資・外国為替・内国

為替・各種代理業務・国債等の窓販・ディーリング業務・貸金庫等）

㈱BP（旧：㈱ブライ

ダルプロデュース）
1億1500万 583 サービス

【ライフスタイルを彩る幅広い事業を展開】ウエディング、ホテル、

レストラン、映像・フォトや、新事業：ライフサポート事業（不動

産、保険）もスタートし、幅広く事業展開を行っております。

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

ネグロス電工㈱ 2億 1350 メーカー

電気・空衛設備資材の製品開発・製造・販売（卸）（各種設備工事で

使用される工事資材の専門メーカー）

㈱コシダテック 3億7144万 322 商社

自動車関連機器の販売、半導体・電子デバイス機器の販売技術情報の

提供及び技術支援、情報通信機器の販売や店舗運営の企画提案、Ｉｏ

Ｔを主としたシステムソリューションビジネスの開発と推進、他海外

展開にも注力

㈱エービーシー商会 9000万 457 商社

建築資材・ファッションインテリア資材の製造・輸出入・卸売を行う

商社兼メーカー。“高品質”なブランド力で他社と差別化し、日本市場

に優れた建材を定着させてきました。全国様々なところに商品をおさ

めています。

埼玉縣信用金庫 223億 1584 金融

信用金庫法に基づく金融業務（預金業務、融資業務、為替業務、商品

有価証券売買業務、投資信託業務、社債受託業務、法律により信用金

庫が営むことができる業務、付随業務）

城南信用金庫 476億 2096 金融
預金・融資・為替など金融業務全般

横浜信用金庫 17億 1239 金融

信用金庫法に基づく金融機関業務全般（預金・融資・外国内国為替・

投資信託・各種代理店業務・各種相談業務）

日新航空サービス㈱ 1億 273 サービス

企業の業務出張、団体ツアー、個人型パッケージツアー等、幅広い営

業活動を行っております。お客様のニーズを的確に読み取り、高品質

のサービスを提供し、お客様から求められる総合旅行会社をめざして

おります。

新幹線メンテナンス東

海㈱
1億 2015 サービス

◆東京駅・品川駅の出札業務、改札業務　◆東京駅・品川駅における

駅遺失物取扱・旅客介助業務　◆東海道新幹線車両の整備業務　◆東

海道新幹線駅構内の環境整備業務　◆駅ビル内の環境整備業務　他

【第二部】14：00～15：30



一般財団法人日本モー

ターボート競走会
781 サービス

ボートレースの競技運営（審判・検査等）を行うとともに、ボート

レーサーの養成等を行い、レースの公正性及び安全性を確保し、ボー

トレースの更なる貢献に発展していく役割を担っています。

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

㈱富士薬品 3億1455万 18517 メーカー

医薬品研究開発・製造事業、配置薬販売事業、ドラッグストア（セイ

ムス）運営事業、調剤薬局事業

東京地下鉄㈱（東京メ

トロ）
581億 9880 運輸

１．旅客鉄道事業の運営　２．都市・生活創造事業の運営（流通事

業、不動産事業、情報通信事業）

丸紅フォレストリンク

ス㈱
10億 222 商社

紙が持つ「使う」「包む」「伝える」価値を高めると共に、紙流通の

枠を超えた新たな価値提供を目指します。時流の変化を迅速かつ的確

にとらえ、市場に求められるモノとサービスの提供を目指します。

コンパスグループ・

ジャパン㈱
1億 2261 流通

1．コントラクトサービス（社員食堂・学校給食や教育関連施設・病

院/有料老人ホーム/高齢者施設でのフードサービス）2．食材食品の

販売

多摩信用金庫 208億 1913 金融

【信用金庫法に基づく金融業務全般】預金業務、融資業務、内国・外

国為替業務、代理業務、投資信託・保険商品の窓口販売業務、各種相

談業務ほか

東京信用金庫 61億8500万 671 金融
信用金庫法に基づく金融業務

㈱商工中金情報システム 7000万 216 情報通信

・商工中金における金融情報システムの分析、設計、開発、運用管理

／コンピューターシステムの導入及び利用に関するコンサルティング

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

リスパック㈱（リスの

プラスチックグルー

プ）

22億1100万 2236 メーカー

トレーやカップ等の食品包装容器や、コンテナーやパレット等の物流

資材、屑入れや衣装ケース等の家庭用品など幅広い分野の製品を製造

販売するプラスチックの総合メーカーです。

日本梱包運輸倉庫㈱ 5億 4407 運輸

ホンダ関連の完成車・部品の輸送・保管を中心に、自動車・住宅設

備・農業等のメーカー様の物流パートナーとして、サプライチェーン

の変革を支えるべく、総合物流事業を手がけています。

三菱電機住環境システ

ムズ㈱
26億2700万 2348 商社

１．家庭用電気機械器具・空調設備機器・照明設備機器・映像設備機

器・通信関連機器・冷凍機械器具・工作機械器具・日用雑貨品の販売

及び仲介業務２．前項機械機器の設計・施工・保守並びに関連工事の

請負

2月10日（金）

【第一部】10：00～11：30

【第二部】14：00～15：30



ヤマトシステム開発㈱ 18億 4455 情報通信

システム開発、システムインテグレーションサービス、ネットワーク

コンピューティングサービス、物流情報サービス、情報処理サービ

ス、システム機器販売、ＩＳＰ・ＡＳＰ事業、ほか

東京むさし農業協同組

合（JA東京むさし）
22億5887万 378 サービス

信用事業（金融）、共済事業（保険）、指導経済事業（営農指導、農

畜産物販売等）、宅地等供給事業（不動産・税金）、葬祭事業を展開

㈱JR東日本ステーショ

ンサービス
5000万 3441 サービス

■駅業務・改札・みどりの窓口・ご案内業務・お客さまへのサポート

等■JR東日本営業研修センターの運営管理、研修等の業務■JR東日本

運輸収入センターの運営管理、収入確定、他社との清算等の業務

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

㈱三菱UFJ銀行 17119億 28843 金融
金融業及びその他付帯業務

三菱ＨＣキャピタル㈱ 331億9604万 3100 プライム 金融
各種物件のリース、各種物件の割賦販売、各種ファイナンス業務等

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

三菱ＵＦＪモルガンス

タンレー証券㈱
405億 5630 金融

■個人・法人のお客さまへの資産運用コンサルティング■債券、デリ

バティブなどの市場商品の提供■株式新規公開、Ｍ＆Ａなどの投資銀

行業務■投資情報の収集、分析、提供などのリサーチ業務など

三菱UFJニコス㈱ 1093億
1200万 3442 金融
クレジットカード等に関する業務全般（企画開発・営業推進・信用管

理・システム・事務 など）

エム・ユー・センター

サービス東京㈱
3000万 1930 金融

銀行業務関連のコンピューター入力及びそれに付随する業務

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

旭ダイヤモンド工業㈱ 41億218万 998 プライム メーカー

当社は、地球上で最も硬い素材であるダイヤモンドの硬さを利用した

ダイヤモンド工具の総合メーカーです。

㈱オリジン 61億325万 677 プライム メーカー

・電源機器、半導体デバイス、精密機構部品、システム機器、合成樹

脂塗料の研究開発及び販売・各事業に関連する研究及びその他のメン

テナンスサービス

2月20日（月）

【第一部】10：00～11：30

◆2月17日（金）三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　　

【第一部】14：00～15：30

【第二部】15：45～17：15



㈱不二越 160億7400万 350 プライム メーカー

当社はロボットを核とした工具、工作機械、マテリアル、ベアリン

グ、油圧機器など多彩な事業を持つ1928年に創立した総合機械メー

カーです。国内外でトップクラスのシェアを誇る製品を数多く展開し

ています。

千代田インテグレ㈱ 23億3156万 271 スタンダード メーカー

OA機器、AV機器、通信機器、自動車関連など各製品の機構部品、機

能部品の製造販売

㈱丸和運輸機関 3億5000万 2518 運輸

■3PL(ｻｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ)事業■EC(インターネット通販)物流事業

■低温食品物流事業■BCP(事業継続計画)物流事業

横浜冷凍㈱ 143億342万 1334 プライム 商社

【食品販売事業】水産品・畜産品・農産品の販売・加工並びに輸出入

／【冷蔵倉庫事業】食品を中心とした貨物の保管管理／【　通関事業

】通関業務

加藤産業㈱ 59億3405万 1124 プライム 商社
総合食品卸売業、カンピー製品製造発売元

八洲電機㈱ 15億8500万 518 プライム 商社

日立グループ各社の特約店のエンジニアリング商社です。工場用設備

や電車の車両、LED照明などの提案・販売、システム設計や施工管理

を行っています。

大興電子通信㈱ 19億6900万 726 スタンダード 情報通信

富士通大手パートナーのシステムインテグレーターとして、お客様の

経営課題を解決するためにICTシステムの企画コンサルティング・提

案からシステム設計、構築、運用、保守に至るまでワンストップで提

供しています。

西尾レントオール㈱ 81億83万 2463 プライム サービス

【シェアリングビジネスで社会貢献！】街中の建設現場や災害時の復

旧・復興工事、音楽・スポーツの大型イベント等、身近なところで

NISHIOが活躍しています。当社はレンタルサービスを通して世の中

を支える仕事です！

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

日特建設㈱ 60億 1197 プライム 建設

日特建設は災害大国日本において、地域貢献できる会社です。災害復

旧だけではなく、環境緑化も手掛けており、世界遺産清水寺の環境保

全工事等も行いました。

㈱アールシーコア

【BESS】
6億7185万 172 スタンダード 建設

ＢＥＳＳでは、〈「住む」より「楽しむ」〉をスローガンに、ログハ

ウスなど自然材をふんだんに使った個性的な木の家の提供を通じて

「ユーザー・ハピネス（ユーザーが暮らしてからの幸福感）」の実現

を目指します。

㈱パスコ【セコムグ

ループ】
87億5848万 2304 プライム 建設

測量、建設コンサルタント、情報システム、衛星などの空間情報事業

を展開する航空測量最大手の会社です。空間情報を収集し、加工・処

理した情報サービスを提供しています。

【第二部】14：00～15：30



ニチレキ㈱ 29億1968万 404 プライム メーカー

○道路インフラ材料の開発・製造・販売○建設コンサルタント業務

（道路、橋梁の点検およびコンサルタント）○施工機械および点検調

査機械の設計、開発

竹本容器㈱ 8億342万 393 プライム メーカー

化粧品、食品、医薬品など向けにスタンダードボトル（自社で容器の

企画、設計を行い、金型を自社所有している容器）をさまざまな業種

の容器を必要とされる顧客に対して製造販売しているメーカーです。

不二サッシ㈱ 17億960万 902 スタンダード メーカー

ビル用サッシ・カーテンウォールの製造・販売・設計・施工を中心

に、アルミ製品の製造、都市ゴミ焼却飛灰処理設備の設計・施工、Ｌ

ＥＤ製品の販売、ユニットハウスの販売など多岐に渡る。

小池酸素工業㈱ 40億2847万 357 スタンダード メーカー

建設・造船・橋梁・自動車産業等金属を扱う業界で欠かせない工作機

械を製造。金属加工を総合的に扱う会社として、金属材料を加工・切

断・溶接するための機械及びシステム、高圧ガス・ガス装置を開発・

製造・販売。

スズデン㈱ 18億1923万 359 スタンダード 商社

協働ロボットをはじめとした様々な電気・電子部品商材の提案販売の

他、技術部門によるソフトウェアの設計・開発により、お客様の「も

の造り」を支える「こと造り」の提供を行っています。

デジタル・インフォ

メーション・テクノロ

ジー㈱

4億5315万 1270 プライム 情報通信

Web系・業務系システム開発、組み込み・制御系システム開発、イン

フラ設計構築、システム運用、サポートサービス、ソフトウェア評

価・第三者検証

㈱農協観光 1億 512 サービス

国内旅行、海外旅行の企画・造成・販売。各種イベント及び大会の企

画・運営。

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

日東工器㈱ 18億5032万 463 プライム メーカー

迅速流体継手「カプラ」、「省力化機械工具」（鋼材の切断・研磨・

剥離用途）、「リニア駆動ポンプ」およびその応用製品、建築機器

「ドアクローザ」の開発設計および販売

スズキ㈱ 1382億6200万 16073 プライム メーカー
四輪車・二輪車・船外機・電動車いす等の開発・製造・販売

㈱キングジム 19億7869万 395 プライム メーカー

ステーショナリー・電子文具・事務用品・インテリアライフスタイル

雑貨の企画、製造及び販売

加賀電子㈱ 121億3354万 555 プライム 商社

電子部品・半導体の販売からEMS（電子機器の受託開発・製造サービ

ス）、パソコン及びその他周辺機器などの完成品の販売など。

2月21日（火）

【第一部】10：00～11：30



杉本商事㈱ 25億9740万 474 プライム 商社

弊社は販売店や様々なメーカーに測定機器や科学機器、各種工作機

器、運搬用機器や工具類などの提案・販売を行っています。








































三愛オブリ 101億2715万 487 プライム 商社

石油製品、LP・天然ガス、化学品など各種エネルギーの卸売、羽田

空港における航空燃料給油施設の設計・管理

㈱日伝 53億6800万 950 プライム 商社

世界のモノづくりを支える、メカニカルパーツ＆システムの専門商社

㈱リョーサン 176億900万 610 プライム 商社

半導体、電子部品、電子機器の販売を手掛けるエレクトロニクス専門

商社。自動車等のマイコンのソフトウェア開発、特定用途専用ＩＣの

ハードウェア設計

いちよし証券㈱ 145億7700万 1019 プライム 金融

個人・法人のお客様に対する金融商品（株式・債券・投資信託など）

の提案・販売

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

トーイン㈱ 22億4450万 483 スタンダード メーカー

《包装資材事業》食品・化粧品・医薬品などのパッケージやラベルの

企画および製造《精密塗工事業》デジタル家電部品・記録媒体など精

密塗工製品の受託製造

北興化学工業㈱ 32億1395万 647 スタンダード メーカー

農薬事業とファインケミカル事業があり、農薬では水稲、園芸分野の

殺菌剤、除草剤等を製造販売し、ファインケミカル事業では電子材

料、医薬品原料・防腐・防カビ剤などの製造販売をしています。

㈱ホギメディカル 71億2300万 787 プライム メーカー

医療関連製品のリーディング・カンパニーとして、滅菌用包装袋メッ

キンバッグや医療用不織布製品、医療材料をセット化したキット製品

など日本トップシェアを誇る製品を製造販売しております。

KOA㈱ 60億3300万 1553 プライム メーカー

各種電子部品の開発・製造・販売

リオン㈱ 20億1461万 527 プライム メーカー

補聴器、医用検査機器(主に耳鼻咽喉科関連)、計測機器(騒音計、地震

計、微粒子計)及び関連製品等の開発、製造、販売

小松ウオール工業㈱ 30億9994万 1419 プライム メーカー

業界シェアNo.1の大型移動壁をはじめ、オフィス・学校・病院など

様々な空間を演出する各種間仕切製品の営業・設計・製造・施工・

サービスまで一貫して行っています。

㈱ヤマタネ 105億5500万 324 プライム 運輸

物流事業（倉庫業・輸出入通関・海外引越）、食品事業（米穀卸売販

売業）、情報事業（システム開発）、不動産事業（オフィスビルの賃

貸・管理）

高千穂交易㈱ 12億921万 238 プライム 商社

小売業向けセキュリティ機器、法人向けネットワーク・入退出管理、

メーカー向けとして電子部品や機構部品等の輸出入及び販売・据付・

保守サービス並びにシステム設計・システム運用受託等サービス

【第二部】14：00～15：30



㈱東邦システムサイエ

ンス
5億2658万 578 プライム 情報通信

1.ソフトウェアの開発（金融・通信・社会公共）　2.情報システム

サービス

㈱ロイヤルパークホテ

ルズアンドリゾーツ
1億 1144 サービス

ロイヤルパークホテルズの経営・運営他

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

スーパーバッグ㈱ 13億7475万 373 スタンダード メーカー

紙袋、ポリ袋、包装紙、紙器などパッケージの企画・デザインおよび

製造販売

MUTOHホールディン

グスグループ
101億9900万 654 スタンダード メーカー

業務用インクジェットプリンタ、3Dプリンタ、設計製図機器、プ

ロッタ、計測機器等の開発・製造・販売及び保守メンテナンス。シス

テム開発事業（組込・制御、Webアプリケーション、情報通信系シス

テム開発）他

藤倉化成㈱ 53億5212万 442 プライム メーカー

塗料や樹脂を扱う化学系BtoBメーカーで、最終製品の一部に使われ

る素材・中間材料をオーダーメイドで開発しています。プラスチック

用塗料や住宅街壁用塗料、導電性塗料、機能性材料などの事業を展開

しています。

中外鉱業㈱ 1億 116 スタンダード メーカー

貴金属事業、不動産事業、機械事業、コンテンツ事業

㈱加藤製作所 29億3589万 870 プライム メーカー

荷役機械（クレーン車）、建設機械（パワーショベル、基礎工事用

アースドリル）、産業機械（高速路面清掃車、万能吸引車など）を開

発・製造・販売からアフターサポートまでワンストップ体制で提供し

ています。

森六グループ 16億4010万 777 プライム メーカー

■森六ホールディングス:グループ各社の管理統括機能や管理業務の

受託■森六テクノロジー:四輪車用・二輪車用樹脂成形部品、機能部

品の製造・販売■森六ケミカルズ:化学品・合成樹脂製品の製造・販

売および輸出入

日本ヒューム㈱ 52億5140万 370 プライム メーカー

ヒューム管・パイル・ボックスカルバート・その他プレキャスト製品

のう製造販売、下水道管路診断および更生、光ファイバー敷設、耐震

化・不動産事業・建設事業・海外事業・環境事業・スポーツ事業他

ケイヒン㈱ 53億7600万 315 スタンダード 運輸

総合物流業（倉庫、国際複合輸送、重量貨物輸送、国内輸配送、港湾

運送、輸出入通関、航空貨物取扱、宅配、システム開発）

2月22日（水）

【第一部】10：00～11：30



シナネンホールディン

グス㈱
156億3000万 1638 プライム 商社

石油・ガスなどのエネルギー事業を軸としながら、建物維持管理事業

やシェアサイクル事業、リサイクル事業など幅広くビジネスフィール

ドを展開し、お客様の豊かな社会生活を支えるエネルギー専門商社で

す。

㈱アルゴグラフィック

ス
18億7300万 522 プライム 情報通信

■テクニカル・ソリューション・プロバイダ事業(主に日本を代表す

るグローバル製造業及び大学官公庁向けに専門特化した基幹システム

や高度技術計算システム事業を展開）

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

新日本建設㈱ 36億6300万 525 プライム 建設

総合建設事業（ビル、マンション、ホテル、商業施設、学校などの建

設）不動産開発事業（自社ブランドマンションの開発、再開発事業）

イチカワ㈱ 35億9400万 570 スタンダード メーカー

抄紙用フエルト、シュープレス用ベルト、工業用フエルト等の製造・

販売

㈱プロネクサス 30億5865万 1424 プライム メーカー

新規上場、上場会社等の決算報告や株主総会、投資信託等における

ディスクロージャー・IR書類及びデジタルコンテンツの作成に関わる

コンサルティング、印刷等の顧客実務支援サービスの提供を行ってい

ます。

東京インキ㈱ 32億4612万 723 スタンダード メーカー

各種印刷インキ、印刷用ワニス、各種合成樹脂着色剤、土木材料、工

業材料、包装材料、導電性樹脂材料・製品等の製造販売ほか

アマノ㈱ 182億3958万 2088 プライム メーカー

主要4事業（時間情報システム事業、パーキングシステム事業、環境

システム事業、クリーンシステム事業）における、企画・開発・製

造・販売・施工・保守業務

㈱イワキ 10億4469万 893 プライム メーカー

ケミカルポンプ等の流体制御機器を開発・製造・販売・仕入していま

す。水処理、半導体、医療等の幅広い産業のプラントや機械装置にお

いて特殊な液体等を移送する役割を担います。産業界の縁の下の力持

ちです。

大同信号㈱ 15億3万 575 スタンダード メーカー

【鉄道信号事業】鉄道信号製品の製造・販売・修理および設置工事

【産業機器事業】産業機器製品の製造・販売・修理および設置工事

※中心事業は、売上の90％以上を占める【鉄道信号事業】

㈱JALナビア 5000万 1454 運輸
航空旅客に関わる予約受付・案内、および、航空旅客券、ツアー商品

の販売。旅行業法に基づく旅行業

西日本鉄道㈱　国際物

流事業本部
261億5729万 896 プライム 運輸

（国際物流事業本部としての事業内容です。）利用運送事業（混載

業）、航空・海上運送代理店業、通関業、倉庫業、それに付随する一

切の事業。

【第二部】14：00～15：30



ＮＣＳ＆Ａ㈱ 37億7510万 1008 スタンダード 情報通信

・システムインテグレーション・ソフトウェアの受託開発・ソフト

ウェアパッケージの開発、販売・IT導入支援サービス・IT活用のアウ

トソーシング・IT機器の販売・導入サービスなど

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

日神グループ（日神不

動産㈱／日神管財㈱）
101億 793 プライム 不動産

分譲マンションの企画・販売、建築工事、土木工事、不動産の売買、

賃貸管理、マンション管理、リフォーム、投資法人の運営受託等の不

動産証券化事業、不動産事業全般

大正製薬㈱ 298億3700万 2894 スタンダード メーカー
医薬品・健康関連商品等の研究・開発・製造・販売

リンテック㈱ 233億2000万 2628 プライム メーカー

粘着素材、粘着関連機器、特殊紙、剥離紙・剥離フィルムなどの開

発・製造・販売

㈱ジャノメ 113億7300万 446 プライム メーカー

ミシン(家庭用ミシン、ロックミシン)、産業機器(エレクトロプレス、

卓上ロボット、スカラロボット、直交ロボットほか)の製造ならびに

販売等

㈱高速 16億9045万 1642 プライム 商社

スーパー・食品加工業者などお客様独自のニーズに合わせ、お肉やお

刺身が載っているトレーをはじめとする食品パッケージを提案してい

る専門商社です。食品包装用品卸の売上高業界No.1で全国で事業を展

開しています。

ダイトロン㈱ 22億70万 822 プライム 商社

電子部品、電子機器、半導体（フラットパネルディスプレイ）製造装

置及び、検査装置等の製造・販売、それら製品の輸出入業務

田中商事㈱ 10億7320万 433 プライム 商社

電設資材、照明器具、ＯＡ、住宅設備機器の総合商社（三菱電機、パ

ナソニック、東芝他、約２，０００社のメーカー商品を扱ておりま

す）※地域密着型の営業を基本にお客様のニーズに合った商品を提

案、提供しています

丸文㈱ 62億1450万 606 プライム 商社

最先端技術（５Ｇ・ＡＩ・航空宇宙・ロボティクス・医療機器他）を

取扱うエレクトロニクス専門商社です。海外を中心としたメーカーか

ら仕入れ、日系大手電機メーカーや大学・官公庁へ販売しています。

㈱サイネックス 7億5000万 762 プライム サービス

社会性・公共性の高い事業を行い、地方創生のプラットフォームを担

う社会貢献型企業です。官民協働による地域行政情報誌「わが街事

典」の発行をはじめ、各地域に根ざした商品開発・情報サービスの提

供を実施。

㈱オークラニッコーホ

テルマネジメント
42億7200万 782 サービス

グループホテルの運営管理事業

2月24日（金）

【第一部】10：00～11：30



企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

立川ブラインド工業㈱ 44億7500万 1252 プライム メーカー

ブラインド・ロールスクリーン等窓廻りのインテリアの製造・販売・

設計・施工

理想科学工業㈱ 141億1498万 1650 プライム メーカー

高速カラープリンターオルフィス、デジタル印刷機リソグラフといっ

た印刷機器、消耗品の開発・製造・販売・保守を一貫して手掛ける事

務機器メーカーです。

帝国通信工業㈱ 34億5300万 234 プライム メーカー
抵抗の印刷技術を応用した電子部品の開発・製造・販売

フォスター電機㈱ 67億7000万 438 プライム メーカー

スピーカ／ヘッドホン／イヤホン等の音響機器を開発、製造、販売す

るメーカーです。ＯＥＭビジネスの形態で自動車/スマートフォン/携

帯音楽プレーヤー／ＴＶ／ＰＣの世界の有名ブランドを陰で支えてい

ます。

日本フェンオール㈱ 9億9660万 286 スタンダード メーカー

防災事業、産業機械向け機器、医療機器、基板実装組立を行っている

会社です。人々の身近にある製品ですが、決して目立つものでもあり

ません。しかしこの製品が社会生活や人々の安心・安全を守っていま

す。

フジテック㈱ 125億3393万 3135 プライム メーカー

エレベータ・エスカレータ・動く歩道など「空間移動システム」の研

究開発・設計・生産・販売・据付・保守・改修

東洋埠頭㈱ 82億6082万 321 プライム 運輸

埠頭業と倉庫業を柱に、保管・荷役・運送・流通加工等の物流に関す

るあらゆるニーズに応えています。（埠頭業・倉庫業・通関業・陸上

運送業・国際物流業、倉庫・土地・建物その他施設の賃貸業　ほか）

㈱ヤシマキザイ 9990万 265 スタンダード 商社

鉄道関連製品をメインとした、交通インフラ製品と産業用電子部品の

専門商社です。JRをはじめ私鉄各社へ鉄道車両部品を供給するため、

全国に事業所を配置。迅速な対応でお客様の信頼に応えています。

㈱東計電算 13億7015万 866 プライム 情報通信

1）業種・業務毎に専門特化したソフトウェア開発　2）免震装置と自

社開発のセキュリティシステムを備えたデータセンターでのアウト

ソーシングサービス　3)ネットワークサービスのコンピュータ・情報

処理に関する業務

㈱菱友システムズ 6億8500万 1244 スタンダード 情報通信

システム開発、システム保守・運用・監視サービス、IT基盤構築、流

体・構造等解析,設計支援サービス、PLM（製品ライフサイクル管

理）、情報セキュリティ、デジタルビジネス

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

【第二部】14：00～15：30

2月28日（火）

【第一部】10：00～11：30



ノダ 21億4100万 1001 スタンダード メーカー

①木質建築資材のデザイン・設計、製造、販売（室内ドア・階段・床

材ほか）②木質ボード（ＭＤＦ、合板）の製造・販売③木造建築工法

の開発・加工・販売

アルインコ㈱ 63億6159万 770 プライム メーカー

建設工事用の「足場」を中心に、住宅機器、通信関連機器、フィット

ネス関連機器等の開発、製造、販売、リースを行う総合メーカーで

す。多角的事業展開で、各業界でリーディングカンパニーへと成長を

続けてきました。

岡部㈱ 69億1170万 683 プライム メーカー

①建設（建築・土木）関連製品および工法の開発・製造・販売、②自

動車関連製品（トラック用ホイールナット、バッテリー端子）の販

売、③海洋事業（魚礁・藻礁・増殖礁の提案・販売）他

サトーホールディングス㈱ 84億 2475 プライム メーカー

自動認識ソリューション商品 （プリンタ、ソフトウェア、シール・

ラベル、ハンドラベラー等）の市場調査、 企画・開発、設計、製

造、販売、保守および販売促進ソリューションの販売

三谷産業㈱ 48億800万 564 プライム 商社

◆情報システム関連事業　◆樹脂・エレクトロニクス関連事業　◆化

学品関連事業　◆空調設備工事関連事業　◆住宅設備機器関連事業

◆エネルギー関連事業

ニチモウ㈱ 44億1166万 213 プライム 商社

[食品事業]カニ、助子等の水産物原料の輸入・販売、加工食品の販

売、[海洋事業]漁網、船具、船舶機器類の販売、[機械事業]水産食品

加工機械、設備等の販売、[資材事業]包装資材、建装材、農畜資材等

の販売

因幡電機産業㈱ 139億6200万 1500 プライム 商社

電設資材業界１位の専門商社として照明・空調・音響・発電設備な

ど、街に必要な電気設備全般を供給しています。空調部材で全国トッ

プシェアを誇るメーカーとして、開発販売も行っています。

ヒルトン東京 1億 531 サービス

ヒルトンは世界119か国で6,676のホテルを運営するインターナショ

ナルホテルブランドです。ヒルトン、コンラッド、ダブルツリーなど

18のブランドがございます。

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

綜研化学㈱ 33億6156万 406 スタンダード メーカー

ケミカルズ：アクリル系粘着剤、機能性高分子、有機微粒子および粘

着テープ／装置システム：熱媒体･熱媒ボイラー、プラントエンジニ

アリング

㈱オーハシテクニカ 18億2567万 207 プライム メーカー
自動車に搭載される精密部品等の設計開発、製造、販売

㈱ドウシシャ 49億9300万 842 プライム 商社

生活関連商品（海外ブランド・ＰＢ雑貨・食品等）の企画・開発・調

達・販売を行っています。単に商品を提案するのではなくお客様と共

に課題を解決し、消費者の手に届くまでのトータルプロデュースを展

開しています。

【第二部】14：00～15：30



ユアサ・フナショク㈱ 55億9923万 241 スタンダード 商社

◆商事部門；食品卸売業　　◆ホテル部門；ビジネスホテル経営

（パールホテルズ）　　◆不動産部門；不動産賃貸業

㈱NaITO 22億9123万 325 スタンダード 商社
切削工具、計測工具・測定工具、産業機器、工作機械等の販売

ソレキア㈱ 22億9300万 774 スタンダード 情報通信

電子デバイス・情報通信機器（パソコン・サーバ機器等のハードウェ

ア機器やソフトウェア）等の販売ならびにサービスの提供、情報処

理・情報通信システム分野の設計・開発、および保守サービス

㈱ミリアルリゾートホ

テルズ
4億5000万 1744 サービス

(1) ホテルの経営および運営(2) 前号に関する調査、研究、企画立案

およびコンサルティング　他

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

日本ガス㈱（ニチガス

グループ）
70億7000万 1740 プライム エネルギー

ガス事業（ＬＰガス、都市ガス）、電気事業、一般高圧ガスの販売、

ガス機器・空調機器の販売、リフォーム事業、総合設備工事、ソフト

ウェア販売ほか。

丸全昭和運輸㈱ 101億1726万 1279 プライム 運輸

海・陸・空　総合物流業（貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、

港湾運送事業、通関業、倉庫業、海上運送事業、航空運送代理店業、

建設業　他）

日本調剤㈱（医療事務

職）
39億5302万 6303 プライム 流通

全国に700店舗以上の調剤薬局を運営している大手薬局チェーンで

す。グループ会社にはジェネリック医薬品メーカー、医療従事者人材

サービス業、医療コンサルティング会社を持つ総合医療カンパニーで

す。

㈱千葉興業銀行 621億2053万 1302 プライム 金融
預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内

国為替業務、外国為替業務、社債等の受託業務、附帯業務

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

㈱ミライト・ワン 70億 3704 プライム 建設
■通信インフラ事業■マルチキャリア事業■ICTソリューション事業

■環境・社会イノベーション事業

㈱ツカモトコーポレー

ション
28億2984万 239 スタンダード 商社

【ライフスタイル提案型専門商社】①アパレル製品・ユニフォームの

企画・製造（ＯＥＭ／ＯＤＭ）・販売　②生活家電・雑貨、健康・美

容家電などの商品企画・開発・製造・輸入・販売　③きもの・ゆかた

の卸売

㈱立花エレテック 58億7400万 849 プライム 商社

当社は商社でありながら開発もできる「技術商社」です。FA（ファ

クトリーオートメーション）、半導体、ビル設備などの幅広いアイテ

ムの提案からシステムづくりまで、顧客ニーズを形にできる仕事をし

ています！

３月2日（木）

【第一部】10：00～11：30

【第二部】14：00～15：30



㈱東京ドームホテル 1億 428 サービス

内外旅客の宿泊、貸席および宴会、料飲施設の経営および食品の製造

および販売

企業名 資本金 従業員 株式 業種 事業内容

文化シヤッター㈱ 150億5100万 1976 プライム メーカー

各種シャッター、ドア、パーティション、エクステリア製品、止水製

品などのビル用、住宅用建材製品の製造・販売

トランコム㈱ 10億8004万 6532 プライム 運輸

①物流センター構築運営事業：物流センター構築運営(入荷管理、業

務改善)②輸送マッチング・配送事業：輸送マッチング(内勤営業職)

③生産請負・人材派遣事業：人材派遣・生産請負(法人営業、労務管

理)

㈱ムサシ 12億850万 199 スタンダード 商社

■富士フイルム様の特約店として金融機関、印刷会社、官公庁など

様々な業界に各種システム機器販売■自社ブランド商品「テラック」

の開発、販売■紙・紙加工品の販売

【第二部】14：00～15：30

３月３日（金）


