
参加日程 企業名（50音順） 所在地 業種
1 (株)淺沼組 大阪府 建設
2 旭ファイバーグラス(株) 東京都 化学
3 (株)アップロード 山梨県 情報通信機械器具
4 (株)アテック 愛知県 専門サービス
5 (株)アプリス 東京都 プラスチック製品
6 (株)アルプスツール 長野県 金属製品
7 イリソ電子工業(株) 神奈川県 電子部品・デバイス
8 AGCプライブリコ(株) 東京都 窯業・土石製品
9 NRIネットコム(株) 東京都 情報サービス

10 ＮＥＣソリューションイノベータ(株) 東京都 情報サービス
11 (株)ENEOS NUC 神奈川県 化学
12 (株)エノモト 山梨県 電子部品・デバイス
13 (株)カンセツ 大阪府 専門サービス
14 菊水電子工業(株) 神奈川県 電気機械器具
15 キヤノンファインテックニスカ(株) 埼玉県 精密機械器具
16 クリフ(株) 東京都 金属製品
17 (株)小糸製作所 東京都 輸送用機械器具
18 KOA(株) 長野県 電子部品・デバイス
19 三機工業(株) 東京都 設備工事
20 静岡コンサルタント(株) 静岡県 設計・土木コンサルタント
21 シチズン電子(株) 山梨県 電子部品・デバイス
22 シナノケンシ(株) 長野県 電気機械器具
23 シブヤ精機(株) 静岡県 一般機械器具
24 新日本無線(株) 埼玉県 電子部品・デバイス
25 住友重機械モダン(株) 神奈川県 精密機械器具
26 セイコーエプソン(株) 長野県 一般機械器具
27 全農チキンフーズ(株) 東京都 食料品
28 損害保険ジャパン(株) 東京都 保険
29 タカノ(株) 長野県 その他の製造業
30 (株)竹内製作所 長野県 一般機械器具
31 (株)TF-METAL 静岡県 輸送用機械器具
32 TPR(株) 東京都 輸送用機械器具
33 (株)　デイリーはやしや 長野県 食料品
34 デリカフーズ(株) 東京都 商社
35 テルモ(株) 東京都 精密機械器具
36 東京エレクトロン(株) 東京都 電気機械器具
37 東邦車輛(株) 群馬県 輸送用機械器具
38 トーヨーコーケン(株) 東京都 輸送用機械器具
39 東洋合成工業(株) 東京都 化学
40 新倉工業(株) 静岡県 輸送用機械器具
41 ニチレキ(株) 東京都 石油製品・石炭製品
42 日本軽金属(株) 東京都 非鉄金属
43 日本瓦斯(株) 東京都 電気・ガス・熱供給・水道業
44 日本食研ホールディングス(株) 愛媛県 食料品
45 日本電熱(株) 長野県 電気機械器具
46 富士通インターコネクトテクノロジーズ(株) 長野県 電子部品・デバイス
47 富士電機(株) 東京都 電気機械器具
48 (株)ミツバ 群馬県 輸送用機械器具
49 三菱電機インフォメーションネットワーク(株) 東京都 情報サービス
50 三菱電機エンジニアリング(株) 東京都 電気機械器具
51 ミネベアミツミ(株) 東京都 電子部品・デバイス
52 (株)メイキョー 山梨県 電気・ガス・熱供給・水道業
53 (株)明電エンジニアリング 東京都 その他のサービス業
54 明電システムソリューション(株) 静岡県 情報サービス
55 (株)明電舎 東京都 電気機械器具
56 (株)メンテック 東京都 パルプ・紙・紙加工品
57 矢作建設工業(株) 愛知県 建設
58 公益社団法人　山梨勤労者医療協会 山梨県 医療、福祉
59 山梨信用金庫 山梨県 信用金庫、信用組合その他の金融
60 裕幸計装(株) 東京都 設備工事
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参加日程 企業名（50音順） 所在地 業種
1 (株)アイキューブ 長野県 その他の教育、学習支援
2 (株)アステクノス 静岡県 一般機械器具
3 アズビル(株) 東京都 電気機械器具
4 (株)アルファシステムズ 神奈川県 情報サービス
5 いすゞ自動車(株) 東京都 輸送用機械器具
6 (株)オーテックメカニカル 山梨県 精密機械器具
7 (株)加藤電器製作所 山梨県 電子部品・デバイス
8 キッセイコムテック(株) 長野県 情報サービス
9 (株)キッツ 千葉県 一般機械器具

10 (株)コンピュータマインド 山梨県 情報サービス
11 (株)サンコー 長野県 金属製品
12 三生医薬(株) 静岡県 食料品
13 芝浦機械(株) 静岡県 一般機械器具
14 ジェイアール東海情報システム(株) 愛知県 情報サービス
15 全国健康保険協会 東京都 医療、福祉
16 大同信号(株) 東京都 その他の製造業
17 太陽工業(株) 兵庫県 設備工事
18 大洋興業(株) 長野県 金属製品
19 多摩川精機(株) 長野県 電気機械器具
20 (株)チノー 東京都 電気機械器具
21 (株)中央エンジニアリング 東京都 専門サービス
22 ＤＣＭくろがねや(株) 山梨県 卸・小売
23 (株)　テイコク 岐阜県 設計・土木コンサルタント
24 デンソーテクノ(株) 愛知県 輸送用機械器具
25 東海澱粉(株) 静岡県 商社
26 東京エレクトロンデバイス(株) 神奈川県 商社
27 (株)東京精密 東京都 精密機械器具
28 東芝キヤリア(株) 神奈川県 電気機械器具
29 (株)トプコン 東京都 精密機械器具
30 豊田鉄工(株) 愛知県 輸送用機械器具
31 (株)ナガノトマト 長野県 食料品
32 長野日本無線(株) 長野県 情報通信機械器具
33 (株)日産オートモーティブテクノロジー 神奈川県 輸送用機械器具
34 日本ケミコン(株) 東京都 電子部品・デバイス
35 日本通運(株) 東京都 運輸業
36 日本年金機構 東京都 その他のサービス業
37 日本化学工業(株) 東京都 化学
38 日本電技(株) 東京都 設備工事
39 日本電産サンキョー(株) 長野県 電子部品・デバイス
40 一般財団法人日本品質保証機構 東京都 専門サービス
41 (株)ネクスコ東日本エンジニアリング 東京都 建設
42 (株)ハギ・ボー 山梨県 建設
43 (株)早野組 山梨県 建設
44 東山フイルム(株) 愛知県 化学
45 (株)日立パワーソリューションズ 茨城県 電気機械器具
46 日野自動車(株) 東京都 輸送用機械器具
47 (株)ファルコン 愛知県 情報サービス
48 富国生命保険相互会社 東京都 保険
49 富士航空電子(株) 山梨県 電気機械器具
50 武蔵エンジニアリング(株) 東京都 精密機械器具
51 メタウォーター(株) 東京都 電気・ガス・熱供給・水道業
52 (株)メッツ 埼玉県 非鉄金属
53 山下電気(株) 東京都 プラスチック製品
54 ヤマハ発動機(株) 静岡県 輸送用機械器具
55 ヤマハモーターエンジニアリング(株) 静岡県 輸送用機械器具
56 吉野石膏(株) 東京都 窯業・土石製品
57 リバーエレテック(株) 山梨県 電子部品・デバイス
58 レンゴー(株) 大阪府 パルプ・紙・紙加工品
59 ローム浜松(株) 静岡県 電子部品・デバイス
60 (株)YSK e-com 山梨県 情報サービス
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参加日程 企業名（50音順） 所在地 業種
1 朝日電装(株) 静岡県 輸送用機械器具
2 (株)アスクテクニカ 山梨県 輸送用機械器具
3 アンテスグループ 東京都 食料品
4 (株)いちやまマート 山梨県 卸・小売
5 出光ユニテック(株) 東京都 プラスチック製品
6 ヴェオリア・ジャパン(株) 東京都 電気・ガス・熱供給・水道業
7 AGCテクノグラス(株) 静岡県 窯業・土石製品
8 エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) 東京都 設備工事
9 NTT東日本グループ会社〈エンジニア〉 東京都 通信

10 荏原実業(株) 東京都 一般機械器具
11 (株)オーテックエレクトロニクス 山梨県 電気機械器具
12 (株)カイジョー 東京都 電気機械器具
13 北野建設(株) 長野県 建設
14 (株)　コイケ 山梨県 電子部品・デバイス
15 合同酒精(株) 東京都 飲料・たばこ・飼料
16 (株)小坂研究所 東京都 精密機械器具
17 (株) 三社電機イースタン 長野県 電気機械器具
18 シチズンファインデバイス(株) 山梨県 精密機械器具
19 蛇の目ミシン工業(株) 東京都 一般機械器具
20 (株)秀英予備校 静岡県 その他の教育、学習支援
21 (株)潤工社 茨城県 電子部品・デバイス
22 スタンデックス　エレクトロニクス　ジャパン　(株) 山梨県 電子部品・デバイス
23 住友電気工業 東京都 非鉄金属
24 住江織物(株) 大阪府 繊維工業
25 靜甲(株) 静岡県 一般機械器具
26 太陽誘電(株) 東京都 電子部品・デバイス
27 (株) 長府製作所 山口県 金属製品
28 TDK(株) 東京都 電子部品・デバイス
29 帝国インキ製造(株) 東京都 化学
30 東海旅客鉄道(株) 東京都 運輸業
31 東京電力ホールディングス(株) 東京都 電気・ガス・熱供給・水道業
32 (株)東芝 東京都 電気機械器具
33 東芝システムテクノロジー(株) 東京都 情報サービス
34 東洋水産(株) 東京都 食料品
35 東洋電装(株) 東京都 輸送用機械器具
36 凸版印刷(株) 東京都 印刷・同関連業
37 日産車体(株) 神奈川県 輸送用機械器具
38 日商エレクトロニクス(株) 東京都 情報通信機械器具
39 日本ヒューム(株) 東京都 窯業・土石製品
40 ニプロ医療電子システムズ(株) 山梨県 精密機械器具
41 (株)日本デジタル研究所 東京都 電気機械器具
42 (株)ネオシステム 山梨県 情報サービス
43 パーパス(株) 静岡県 一般機械器具
44 (株)はくばく 山梨県 食料品
45 ＰＣＩソリューションズ(株) 東京都 情報サービス
46 藤倉化成(株) 東京都 化学
47 古河電池(株) 神奈川県 電気機械器具
48 北興化学工業(株) 東京都 化学
49 (株)ミクロスソフトウエア 神奈川県 情報サービス
50 三菱電機システムサービス(株) 東京都 設備工事
51 (株)ムラコシ精工 東京都 金属製品
52 名工建設(株) 愛知県 建設
53 明治コンサルタント(株) 北海道 専門サービス
54 (株)モビテック 愛知県 専門サービス
55 矢崎化工(株) 静岡県 その他の製造業
56 社会福祉法人やまなし勤労者福祉会 山梨県 医療、福祉
57 ヤマハモーターエレクトロニクス(株) 静岡県 輸送用機械器具
58 ユニクラフトナグラ(株) 静岡県 輸送用機械器具
59 ラピステクノロジー(株) 神奈川県 電子部品・デバイス
60 ワタキューセイモア(株) 京都府 商社
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参加日程 企業名（50音順） 所在地 業種
1 あいおいニッセイ同和損害保険(株) 東京都 保険
2 愛知電機(株) 愛知県 電気機械器具
3 アスザック(株) 長野県 食料品
4 (株)飯沼ゲージ製作所 長野県 精密機械器具
5 YITOAマイクロテクノロジー(株) 山梨県 電子部品・デバイス
6 臼井国際産業(株) 静岡県 輸送用機械器具
7 (株)エーアンドエーマテリアル 神奈川県 窯業・土石製品
8 エースコック(株) 大阪府 食料品
9 NSKワーナー(株) 静岡県 輸送用機械器具

10 ＮＴＫセラミック(株) 愛知県 電子部品・デバイス
11 (株)カルク 山梨県 情報サービス
12 (株)川嶋 静岡県 商社
13 木内建設(株) 静岡県 建設
14 共信冷熱(株) 山梨県 設備工事
15 京セラコミュニケーションシステム(株) 京都府 情報サービス
16 (株)協和エクシオ 東京都 建設
17 共和レザー(株) 静岡県 化学
18 山九(株) 東京都 設備工事
19 三明電子産業(株) 静岡県 電気機械器具
20 JFEテクノリサーチ(株) 東京都 専門サービス
21 シチズン・システムズ(株) 東京都 精密機械器具
22 昭和電工ガスプロダクツ(株) 神奈川県 化学
23 新東工業(株) 愛知県 一般機械器具
24 スズキ(株) 静岡県 輸送用機械器具
25 鈴与建設(株) 静岡県 建設
26 (株)駿河生産プラットフォーム 静岡県 一般機械器具
27 セントケア山梨(株) 山梨県 医療、福祉
28 ソニーLSIデザイン(株) 神奈川県 その他のサービス業
29 TCSビジネスソリューションズ(株) 東京都 専門サービス
30 (株)ディスコ　長野事業所 東京都 電気機械器具
31 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 神奈川県 分類不能の産業
32 東京ガス山梨(株) 山梨県 電気・ガス・熱供給・水道業
33 東京計装(株) 東京都 精密機械器具
34 東芝エレベータ(株) 神奈川県 輸送用機械器具
35 トヨタ車体(株) 愛知県 輸送用機械器具
36 中日本ハイウェイ･エンジニアリング東京(株) 東京都 建設
37 (株)奈良機械製作所 東京都 その他の製造業
38 日星電気(株) 静岡県 電子部品・デバイス
39 (株)ニッセー 山梨県 金属製品
40 日東電工(株) 大阪府 化学
41 日本電設工業(株) 東京都 建設
42 (株)ニフコ 神奈川県 プラスチック製品
43 日本貨物鉄道(株) 東京都 運輸業
44 VAIO(株) 長野県 電気機械器具
45 (株) 八光 長野県 精密機械器具
46 服部エンジニア(株) 静岡県 設計・土木コンサルタント
47 日立建機(株) 東京都 一般機械器具
48 (株)日立国際電気 東京都 情報通信機械器具
49 (株)日立ハイテクソリューションズ 東京都 情報サービス
50 富士通アイ・ネットワークシステムズ(株)　※参加辞退 山梨県 電気機械器具
51 富士通コンポーネント(株) 東京都 電子部品・デバイス
52 (株)　富士通ビーエスシー　※参加辞退 東京都 情報サービス
53 フジテック(株) 東京都 その他の製造業
54 冨士電線(株) 神奈川県 非鉄金属
55 (株)ホンダテクノフォート 栃木県 輸送用機械器具
56 三菱電機(株) 東京都 電気機械器具
57 (株)メイコー 神奈川県 電子部品・デバイス
58 ヤマハモーターパワープロダクツ(株) 静岡県 輸送用機械器具
59 (株)横河ブリッジホールディングス 東京都 鉄鋼
60 ルビコン(株) 長野県 電子部品・デバイス
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