
令和4年7月1日 872企業・機関

㈱a-vein ㈱アース ㈱IHI ㈱IHIシバウラ

㈱IST ㈱アイシーテックトモヒロ 愛知製鋼㈱ 愛知時計電機㈱

㈱アイティーエス IBPテクノロジー㈱ I-PEX㈱ アキュメントリクス・ジャパン㈱

ACCUROMM CENTRAL EUROPE アクティブスキルサポート株式会社 アクトビーリサイクリング㈱ 朝日警備保障㈱

旭国際テクネイオン㈱ ㈱朝日酸素商会 朝日熱処理工業㈱ ㈱亜細亜メディ

アスカコーポレーション㈱ 麻生商事㈱ 麻生田川コンクリート工業㈱ 愛宕商事㈱

㈱アッチェ ㈱アツミテック ㈱アトックス アトラス化成㈱

㈱アライズテクノロジー 有明商事㈱ アルケマ㈱ アルテック㈱

アルバック機工㈱ アルバック九州㈱ アルプス電気㈱ ㈱アンシャンテ

㈱安藤・間 ㈱アンビシャス EERJAPAN㈱ イオンディライト㈱

石塚運送㈱ ㈱イスラ ㈲板厚計測Bスコープ ㈱イデックスエコエナジー

出光興産㈱ 伊藤忠工業ガス㈱ 伊藤忠商事㈱ 伊藤忠マシンテクノス㈱

井上商工㈱ ㈱イワキ製作所 岩谷瓦斯㈱ 岩谷産業㈱

岩谷物流㈱ ㈱イワテック ㈱IE Jａｐａｎ ㈱INFLUX

ｳﾞァイサラ㈱ ㈱ウインテック ㈱ウインドパワー ㈱ウェーブフロント

上野トランステック㈱ ウエルディングガス九州㈱ ウシオ電機㈱ 内田運輸㈱

エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱ エア・ウォーターマテリアル㈱ エア・リキード工業ガス㈱ ｴｱｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

㈲AID 英和㈱ ㈱エーシーイー ＡＧＣエンジニアリング㈱

AGVシステム研究所 ㈱エール ㈱エクシオテック ㈱エコア

㈱エコノインダストリー ㈱エコー ㈱エコタウン環境開発 エコワークス㈱

㈱エコワールド ㈱エスアールエス SMK㈱ SMC㈱

エスジーケミカル㈱ ㈱エスティ　ハイテック ㈱江藤製作所 ㈱エナージテクノス

合同会社NSPLAZA ＮＯＫ㈱ ㈱ＮＴＴファシリティーズ 九州支店 エヌビーエス㈱

ENEOS㈱ ㈱ENEOSセルテック エネコム㈱ エネルギア㈱

㈱エノア ㈱エノモト ㈱荏原製作所 エフアイエス㈱

㈲エ．フォト エフシー開発㈱ ㈱エフ・シー・シー ㈱FTS

㈲MFCテクノロジー エムシーヒューマネッツ㈱ エムファイン㈲ ＬＬＰ　ロンド・ラボ

エンドレスハウザー山梨 ㈱オーエスエス オーエヌ工業㈱ 大阪ガス㈱

㈱大塚産業 ㈱大靍商事 ㈱オートシステム ㈱オートマイズ・ラボ

㈱大林組 ㈱オーバル ㈲オー・ピー・ダブリュ　ワークス オールック・エンジニアリング

㈱岡崎製作所 緒方工業㈱ 岡野バルブ製造㈱ ㈱岡部マイカ工業所

岡谷鋼機㈱ ㈱オギキチ 沖電線㈱ ㈱オクト

オムロンフィールドエンジニアリング㈱ オリオ精機㈱ オリックス㈱ オリックス・レンテック㈱

ガイアクリエーター㈱ 北陸支店 ㈱鹿児島丸善商事 ㈱加地テック 鹿島エレクトロ産業

鹿島建設㈱ ㈱ガスパル九州 ㈱価値総合研究所 ㈱活亜興

加藤合同国際特許事務所 ㈱カナエ ㈱カナデンブレイン カニヤク・ロジスティクス㈱

㈲金本酸素商会 川崎重工業㈱ 河野電気㈱ 河村電器産業㈱

㈱環境エネルギー総合研究所 関東電化工業㈱水島工場 木内エネルギー科学研究所 機械研究開発機構

岸本産業㈱ ㈱キッツ 木戸浦造船所㈱ ㈱紀之国屋

㈱キノシタ 九栄電機㈱ ㈱キュー・エム・ソフト ㈱九研

㈱九酸 ㈱九州エルピー ㈱九州共販 九州計測器㈱

九州製茶㈱ 九州総合サービス㈱ ㈱九州電化 九州電技開発㈱

九州電気サポート㈱ 九州電子技研㈱ 九州電力㈱ 九電テクノシステムズ㈱

キューハイテック㈱ ㈱九電工 教育出版㈱ 共栄精機㈱

共栄バルブ工業㈱ ㈱協和工業 共和ゴム㈱ ㈱共和電業

金星工業㈱ 熊谷組㈱ 九州支店 ㈱栗本鐵工所 ㈱Global Green Marketing

㈱黒木工業所 黒崎播磨㈱ ㈱計算力学研究センター KYB㈱

㈱KRI ケー・エム・テクノロジー㈱ ㈱ケミックス ㈱玄海技研工業

研機㈱ 高圧昭和ボンベ㈱ 黄河 合同ガス㈱

㈱神戸製鋼所 光洋サーモシステム㈱ ㈱幸和 ㈱コージン

㈱コガネイ　福岡営業所 国際興業㈱ ㈲コスモツール ㈱コスモテック

小林商工㈲ コフロック㈱ ㈱コベルコ科研 ㈱小堀製作所
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コモテクノ ㈱サイテム ㈲斎藤石油店 西部ガス㈱

西部ガスエネルギー㈱ ㈱ザイマックス ㈱サエキジャパン ㈱The MOT Company

坂口電熱㈱ ㈱さがみはら産業創造センター ㈱坂本電機製作所 桜木理化学機械㈱

サステナブルエナジージャパン 佐世保重工㈱ サッポロホールディングス㈱ サニー・トレーディング㈱

サムテック㈱ ㈱皿山技型 ㈲三愛技熱 山陰酸素工業㈱

三栄電機㈲ サンエス工業㈱ サン企画㈱ 山九㈱

㈱サンキョウ 三興マテリアルサプライ㈱ ㈱サンテック ㈱サンテック

㈱サンテックジャパン ㈱三電舎 山陽特殊製鋼㈱ 三和システム㈱

㈲三和設計 ㈱三和通商 三和油機工業㈱ ＣＨＳ西日本株式会社

㈲シーエス・化成 CKD㈱ シーツーコミュニケーションズ㈱ GTRテック㈱

㈱シーフォート シーメンス㈱ ㈱ジェイ・サイエンス西日本 ㈱ジェイアール西日本新幹線テクノス

ＪＦＥホールディングス㈱ ㈲ジェイテック 汐入産業㈱ ㈱シグマパワー有明

㈱四国総合研究所 システムリンク㈱ ㈱シナジー・プランズ ㈲シノハラ

㈲ジパング不動産情報 ㈱島津製作所 島原産業㈱ 島村精機㈱

清水建設㈱ シャープタカヤ電子工業㈱ ジャパンゴアテックス㈱ ジャパンコントロールス㈱

㈱ジャパンブルーエナジー 商船三井テクノトレード㈱ ㈲Shonai観光 昭和機器工業㈱

昭和シェル石油㈱ 昭和鉄工㈱ 昭和電工ガスプロダクツ㈱ 触媒化成工業㈱

ｼﾞｮﾝｿﾝ・ﾏｯｾｲ・ﾌｭｴﾙｾﾙｽﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 白垣木材㈱ ㈱しろみず ㈱新出光

信栄工業㈲ 信越石英㈱ ㈱神鋼環境ソリューション 神鋼商事㈱

新コスモス電機㈱ 滲透工業㈱ 新日本非破壊検査㈱ ㈱新日本ケミカル・コンサルタント

新日本サーマルセラミックス㈱ 新日本ホームズ㈱ 新明和工業㈱ ㈱水素エネルギー開発研究所

水素供給・利用技術研究組合 末松九機㈱ ㈱スギノマシン ㈲スクロール技研

スズキ㈱ ㈱鈴木商館 鈴木商店 ㈱スターエナジー

ステンレス配管部材研究所 スペロ機械工業㈱ スマートハウス㈱ 住金機工㈱

住友金属工業㈱ 住友金属テクノロジー㈱ 住友ゴム工業㈱ハイブリッド事業本部 住友商事九州㈱

住友精化㈱ 西華産業㈱ ㈱正興電機製作所 社会医療法人　製鉄記念八幡病院

㈱西部技研 積水ハウス㈱ 石油資源開発㈱ ㈱ゼックフィールド

㈱錢高組 九州支店 ㈲セピ 善ケミカル㈱ ㈱宣伝部

セントラル石油瓦斯㈱ 双日九州㈱ 創ネット㈱ ㈱ソディック新横

㈱ソニックス ㈱ソノダ ㈱第一科学 大王製紙㈱

㈱ダイキエンジニアリング 大喜工業㈱ ㈱大気社 ダイコー㈱

大成建設㈱ タイセイ商事㈱ ㈱大創 大同メタル工業㈱

大日機械工業㈱ 太平電業㈱ 太陽金網㈱ ㈱太陽光研究所

㈱大洋サンソ 大陽日酸㈱ ㈲大和プロパン 高砂熱学工業㈱

㈱高田工業所 ㈱鷹取製作所 ㈱高野電業社 タカハ機工㈱

高松産業株式会社 タキゲン製造㈱ 福岡支店 田口電機工業㈱ 武田産業㈱

㈱竹中工務店 九州支店 ㈱タツノ 九州支店 田邊工業㈱ ㈱タンジ製作所

㈱チェースアンドインクリーズ 筑紫電業㈱ 知的財産総合事務所NEXPAT ㈱チノー

㈱中央エンジニアリング 中外テクノス㈱ 中外炉工業㈱ 中興化成工業㈱

千代田計装㈱ ㈱槌屋 THK㈱ ＴＭＣマッチイング事務所

㈱TCAST ㈱DFC ㈱低温技術研究所 ㈱ティクスIKS

帝人エンジニアリング㈱ ㈱ティラド ㈱テクノ・サービス ㈲テクノシステム

㈱テクノ高槻 ㈱テクノ月星 ㈱テクノバ ㈱テクノメイト

㈱テクノリンク ㈱テクメイション テック精密㈱ テュフズードジャパン㈱

デンカ㈱ ㈱デンケン 電源開発㈱ ㈱デンソー

東亜非破壊検査㈱ 東京ガス㈱ 東京計器パワーシステム㈱ 東京精電㈱

東京整流器(株) 東京貿易メカニクス㈱ 東京貿易機械㈱ 東光石油㈱

東光電気㈱福岡営業所 ㈱東芝 東芝燃料電池システム㈱ 東成エレクトロビーム㈱

㈱東電通 九州支店 TOTO㈱ トウプラスエンジニアリング㈱ 東邦地下工機㈱

堂本商事㈱ 東洋インキ九州㈱ 東洋計器㈱ ㈱東陽テクニカ

東洋包材㈱ 東レ㈱ ㈱TOKAI ドーワテクノ工業㈱

㈱戸上コントロール TOKIエンジニアリング㈱ トキコシステムソリューションズ㈱ 特殊技研金属㈱
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特殊鋼機㈱ 都市再生機構 九州支社 凸版印刷㈱ 戸畑港運輸㈱

㈱戸畑ターレット工作所 ㈱富永製作所 巴商会 ㈱巴商会

㈱豊島メック トヨタ自動車㈱ トヨタ自動車九州㈱ ㈱豊田自動織機

豊田通商㈱ 豊通物流㈱ ㈱酉島製作所 ㈱ナイスコーポレーション

中島ゴム工業㈱ ナガセエレックス㈱ 中鶴共同作業場 ㈱ナカテック

長野計器㈱ ㈱ナガノ計装 ナカマ産業㈲ 中村産業輸送㈱

㈲中村ツキ板 ㈱中村電機製作所 ナノテック㈱九州コーティングセンター なのはな㈱

㈱ナフコ 南国殖産㈱ 西鉄エム・テック ㈱西日本総合リース

西日本環境エネルギー㈱ 西日本高速道路㈱ 九州支社 西日本産業㈱ 西日本スターワークス㈱

西日本設計工業㈱ 西日本鉄道㈱ 西日本電線㈱ 西日本長瀬㈱

西日本ビジネス印刷㈱ 西日本プラント工業㈱ 西日本ラジオ㈱ ニシム電子工業㈱

㈱ニシヤマ ニシヨリ㈱ ニチアス㈱ ニチユ三菱フォークリフト㈱

日揮㈱ ㈲日研 日産自動車㈱ 日酸TANAKA㈱

日新化成㈱ 日新製鋼㈱ ㈱ニッセイ 日星産業㈱

日創プロニティ㈱ 日鐵運輸㈱ ㈱日鉄エレックス 日鉄エンジニアリング㈱

日鉄環境㈱ 日豊ホールディングス㈱ ㈱NIPPOコーポレーション 日本精線㈱

日本製鉄㈱ 日本タングステン㈱ 日本特殊陶業㈱ 日本ペイント㈱

日本インテグリス㈱ 日本エア・リキード㈱ 日本ガイシ㈱ 日本海洋産業㈱

㈱日本環境設備 日本キスラー㈱ ㈱日本ケミカル・プラント・コンサルタント 日本合成化学工業㈱

日本コークス工業㈱ 日本重化学工業㈱ ㈱日本水素LED 日本スウェージロックFST㈱

日本精工㈱ ㈱日本製鋼所 日本通運㈱ 門司海運支店 日本電工㈱

日本ドナルドソン㈱ 日本ニューロン㈱ ㈱日本燃焼 日本発条㈱

日本ファインテック㈱ 日本フイルコン㈱ 日本フローコントロール㈱ 日本マクダーミッド㈱

仁礼工業㈱ ㈱ネオス ㈱ネオフレックス ネグロス電工㈱

㈱ネットワークテクノス ネムス㈱ ㈱ネリキ ㈲NOTES

バイオコーク技研㈱ ㈱ハイテック バイテックグローバルエレクトロニクス㈱ ハイドロジェニックス（ジャパン）インク

ハイドロラボ㈱ ハウステンボス㈱ ハウデンジャパン㈱ 萩原設計工業㈱

八光オートメーション㈱ ㈱パテント・ファイナンス・コンサルティング ㈱パトライト パナソニックコミュニケーションズ㈱

パナソニック㈱ホームプライアンス社 Hana Hana Works ㈱羽野製作所 濱田重工㈱

浜松ホトニクス㈱ 林兼石油㈱ パラダイス ハリマ化成㈱

バルカー・ガ－ロック・ジャパン㈱ ㈱パワーマックス ㈱バンテック BS＆Bｾｲﾌﾃｨ・ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱

PFI日本公共投資事業団 BBコミュニケーションズ 東九州電子工業㈱ ㈲久枝商事

㈱日阪製作所 日立金属㈱ ㈱日立製作所 日立造船㈱

㈱日立ハイテクノロジーズ 日立バルブ㈱ ㈱日立プラントテクノロジー ㈱日立プラントメカニクス

㈱日立物流　九州地区営業本部 ㈱ピット城南 ㈲ビット・テック 平井精密工業㈱

㈱ヒラノＫ＆Ｅ ㈱平野酸素商会 ㈱ビルメン鹿児島 広小路産業㈱

㈱ファインテック ㈱FANEC ㈲フォーユーテクノス 深井環境総合研究所㈱

㈱深田環境開発工業 深津金属工業㈲ 福岡いづみ運輸㈱ 福岡金属興業㈱

福岡クロス工業㈱ 福岡酸素㈱ 福岡造船㈱ ㈱福岡多田精機

福岡トヨタ自動車㈱ 福岡マリンサービス㈱ 福岡メッキ技研工業㈱ 福三商工㈱

㈱フクダ ㈱福電 福豊帝酸㈱ ㈱フクヨウ

富士岐工産㈱ ㈱フジキン 富士金属㈱ ㈱フジクラ

藤倉商事㈱ ㈱フジコー ㈱不二越 富士重工業㈱

冨士ダイス㈱ 富士電機ホールディングス㈱ 富士フィルムビジネスサプライ㈱ 豊前高圧ガス㈱

フタムラ化学㈱ ㈲プライムガレージ PLASTIC OMNIUM ㈱ ㈱プラズワイヤー

プラックスエア㈱ 古河電気工業㈱ ブルックハルトジャパン㈱ ㈱フルヤ金属

㈲フロンティア技術研究所 ㈱ベスト電器 ㈱豊光社 ホーチキ㈱

㈱ホソカワ粉体技術研究所 ㈱堀場製作所 ㈱ホンダカーズ博多 本田技研工業㈱

本田機工㈱ 本多機工㈱ マイクロパワー・エナジー㈱ ㈱マイクロフェーズ

牧総合事務所（行政書士事務所） ㈲増田工業 松下電工㈱ ㈱松島機械研究所

㈱松島電機製作所 マツダ㈱ ㈱マネジメントブレーンセンター ㈱マリタイムイノベーションジャパン

㈱マルヰ 丸栄化工㈱ マルチサイエンス㈲ 丸八㈱
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丸紅㈱ ㈱マルマン 三浦工業㈱九州統括部 みくに産業㈱

三島光産㈱ 水上工業㈱ ㈱三井化学分析センター ㈱三井住友銀行

三井住友ファイナンス＆リース㈱ 三井造船㈱ 三井物産㈱ 三菱化学㈱

三菱電機㈱ 三菱化工機㈱ 三菱重工業㈱ 三菱商事㈱

三菱パワー㈱ 三菱マテリアル㈱ 三菱UFJリース㈱ 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱

㈱ミノテック 宮入商事㈱ ㈱宮入バルブ製作所 ㈱未来技研

㈱ミライト・テクノロジーズ ㈱村上技研産業 村田機械㈱ ㈱村田製作所

室町ケミカル㈱ 明光運輸㈱ 明光電子㈱ 明治電機工業㈱

㈱明電舎 ㈱明豊エンジニアリング ㈱明和製作所 ㈱メグシ

㈱メック ㈱メルビル 株式会社　MOZU-Energy ㈱守谷商会 九州支店

森特許商標事務所 ㈱森野 ㈱矢沢設計 八洲貿易㈱ 九州支店

㈱安川電機 安川マニュファクチャリング㈱ 安田工業㈱ ㈱矢野特殊自動車

矢部川電機工業㈱ ヤマト・H2Energy Japan㈱ ヤマト産業㈱ ヤマハファインテック㈱

㈱ヤマモト金属製作所 ㈲山本石油店 山里産業㈱ ヤンマー発電システム製造㈱

㈱ユー・アール・ディー 郵船商事㈱ 油業報知新聞社 ㈱陽和

横河ソリューションサービス㈱ ㈱吉田酸素 吉玉精鍍㈱ ラウンドスペース㈱

ラサ工業㈱ ㈱ラブアース・テクノロジー ㈱ラボ 理研計器㈱

理研メディック㈱ リス㈱ リックス㈱ ㈱竜製作所

菱洋産業㈱ ㈱ルス・コム ㈱ルフトヴァッサーグローバル ㈱レオパレス21

㈱レスカ ㈱レノバ ㈱ロジカルプロダクト ロタレックス・ジャパン㈱

㈱ワークス ワイ・エス・シー㈱ ㈱ワイエムシィ ㈱渡商会

九州大学 九州工業大学 北九州市立大学 佐賀大学

金沢大学 福岡女子大学 長崎大学 福岡工業大学

北九州工業高等専門学校 福岡大学 長崎総合科学大学 佐世保工業高等専門学校

近畿大学 九州共立大学 高知工業高等専門学校 早稲田大学

西日本工業大学 筑波大学 九州共立大学 東北大学

山口大学

（国研）産業技術総合研究所 （公財）飯塚研究開発機構

（国研）産業技術総合研究所九州センター （公財）北九州産業学術推進機構

（国研）科学技術振興機構 （株）福岡ソフトリサーチパーク

福岡県工業技術センター （公財）北九州観光コンベンション協会

（公財）福岡県産業・科学技術振興財団 朝倉商工会議所

（株）久留米リサーチ・パーク （独）中小企業基盤整備機構九州支部

（一財）金属系材料研究開発センター （公財）九州大学学術研究都市推進機構

カナダ政府西日本通商事務所 九州大学水素利用技術研究センター

水素材料先端科学研究センター （公財）長野県テクノ財団

福岡県地球温暖化防止活動推進センター 在福岡韓国総領事館

有明工業高等専門学校 地域共同テクノセンター （公財）水素エネルギー製品研究試験センター

NPO法人　里山を考える会 NPO法人　夢追いバンク

低炭素社会推進福岡協議会（LCFC) 福岡商工会議所

（公財）新産業創造研究機構 （国研）宇宙航空研究開発機構

九州経済産業局、九州地方環境事務所、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、北九州市、福岡市、大牟田市、大川市、糸島市、唐津市

◎大学等（121名）

◎研究機関・支援機関（28機関）

◎行政（12機関）


