
「あいち産業DX推進コンソーシアム」会員一覧（2022/9/22現在）
（50音順）

会　　員　　団　　体　　名 属　性

株式会社アークスジャパン IT企業

愛西市商工会 支援機関

アイサンコンピュータサービス株式会社 IT企業

株式会社アイシン 製造業等

i Smart Technologies株式会社 IT企業

愛知MDS研究会 製造業等

株式会社愛知銀行 金融機関

愛知県 行政機関

一般社団法人愛知県金属プレス工業会 業界団体

愛知県経営者協会 支援機関

愛知県商工会議所連合会 支援機関

愛知県商工会連合会 支援機関

一般社団法人愛知県情報サービス産業協会(略称：AiA） 支援機関

公益社団法人愛知県中小企業診断士協会 支援機関

一般社団法人愛知県鉄工連合会 支援機関

愛知県農業総合試験場 行政機関

愛知県立大学 教育機関

公益財団法人あいち産業振興機構 支援機関

愛知製鋼株式会社 製造業等

株式会社アイチパック 製造業等

特定非営利活動法人ITC中部 IT企業

株式会社アイテス 製造業等

アイトレンド IT企業

株式会社アイル IT企業

愛和システムソリューションズ株式会社 IT企業

旭商工会 支援機関

旭情報サービス株式会社　中部支社 IT企業

アジアクリエイト株式会社 製造業等

足助商工会 支援機関

http://www.arksjapan.co.jp/
http://aisai-sci.or.jp/
https://www.aisan-cs.co.jp/
https://www.aisin.com/jp/
https://www.istc.co.jp/
https://www.aichibank.co.jp/
https://www.pref.aichi.jp/
http://www.amsa.or.jp/
https://www.aikeikyo.com/
https://www.aichipf-cci.jp/
https://www.aichipfsci.jp/
http://www.aia.or.jp/
http://www.rmcaichi.jp/
http://www.a-tr.info/
https://www.pref.aichi.jp/nososi/
https://www.aichi-pu.ac.jp/
https://www.aibsc.jp/
https://www.aichi-steel.co.jp/
https://aichi-pack.jimdofree.com/
https://www.itc-chubu.jp/
https://aites1927.co.jp/
https://itrend-corp.com/
https://www.ill.co.jp/
http://www.aiwa-ss.co.jp/
https://r.goope.jp/asahi-shokokai
https://ssl.aiskk.co.jp/
https://asia-create.jp/
https://akibito.jp/asuke_shokokai/


渥美商工会 支援機関

有限会社アドバンス情報システム IT企業

株式会社アバンティ 製造業等

アビームシステムズ株式会社 コンカレントソリューショングループ IT企業

あま市商工会 支援機関

Arithmer株式会社 IT企業

有松商工会 支援機関

株式会社アンスコ 製造業等

株式会社イージスネット IT企業

合同会社イーポート 製造業等

イクスアール株式会社 IT企業

株式会社石垣商店 製造業等

株式会社イシカワ 製造業等

株式会社石黒製作所 製造業等

株式会社石原精密 製造業等

株式会社伊昭 製造業等

株式会社市川鉄工所 製造業等

一宮工業株式会社 製造業等

一色町商工会 支援機関

伊藤経営事務所 製造業等

有限会社伊藤設備サービス 製造業等

有限会社稲垣石材店 製造業等

稲沢商工会議所 支援機関

稲武商工会 支援機関

岩倉市商工会 支援機関

株式会社inglow IT企業

株式会社インターコム IT企業

INTLOOP株式会社 製造業等

株式会社インフォファーム 製造業等

株式会社エイチ・アイ・エス　中部法人営業グループ IT企業

株式会社ARU IT企業

https://www.atsumi.or.jp/
https://aisweb.co.jp/
http://web-avanti.co.jp/
https://www.abeam-s.com/career/
https://www.ama-sci.com/
https://www.arithmer.co.jp/
http://ansco.co.jp/
https://www.aegis.ne.jp/
https://e-port.co.jp/
https://www.exr.co.jp/
https://ishigaki-st.com/
https://ribbon2016.com/
https://www.ishiguro-ss.com/
http://ishihara-s.co.jp/
http://www.isho.co.jp/
https://www.big-advance.site/s/127/1350
http://www.ichinomiya-kg.co.jp/
http://www.katch.ne.jp/~ishikisk/
https://itosetsubi.com/
https://www.stone-world.co.jp/
https://inazawa-cci.or.jp/
https://inabu.or.jp/
https://iwakura.or.jp/
https://inglow.jp/
https://www.intercom.co.jp/
https://www.intloop.com/
https://www.infofarm.co.jp/
https://www.his-j.com/corp/contents/column/dx/
http://www.aruinc.jp/


株式会社エクス IT企業

エスツーアイ株式会社 IT企業

株式会社エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ IT企業

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海 IT企業

FRIソリューション 製造業等

株式会社エフエム愛知 IT企業

株式会社MTL 製造業等

大治町商工会 支援機関

株式会社オービックビジネスコンサルタント IT企業

株式会社オールド・ワークス 製造業等

岡崎市 行政機関

岡崎市六ツ美商工会 支援機関

小原商工会 支援機関

尾張旭市商工会 支援機関

公益財団法人科学技術交流財団 支援機関

蟹江町商工会 支援機関

蒲郡市 行政機関

蒲郡商工会議所 支援機関

刈谷市役所 行政機関

川本鋼材株式会社 製造業等

北名古屋市商工会 支援機関

株式会社鬼頭精器製作所 製造業等

株式会社共栄洋晒工場 製造業等

共立コンピューターサービス株式会社 IT企業

株式会社クオリティライフ・クリエイト IT企業

株式会社くむ 製造業等

グリーンシティケーブルテレビ株式会社 IT企業

株式会社GROOVE 製造業等

グローカルビジネスソリューションズ株式会社 IT企業

桑名三重信用金庫 金融機関

株式会社経営技術研究所 製造業等

https://www.xeex.co.jp/
https://www.s2-i.co.jp/
https://www.ntt.com/index.html
https://www.nttdata-tokai.co.jp/
https://fma.co.jp/
https://www.mtl.jp/company/
https://www.ooharu-sk.com/
https://corp.obc.co.jp/
http://www.old-works.com/
https://www.city.okazaki.lg.jp/
http://www.mutsumi623.com/
http://www.hm10.aitai.ne.jp/~obarasho/index.html
http://www.owariasahi.or.jp/
https://www.astf.or.jp/
http://www.kanie-sci.com/
https://www.city.gamagori.lg.jp/
https://www.gamagoricci.or.jp/
https://www.city.kariya.lg.jp/
https://kawamoto-kozai.co.jp/
http://kitanagoya.or.jp/
http://www.kitouseiki.co.jp/
http://www.kyo-sara.co.jp/
https://www.okb-kcs.co.jp/
https://ql-c-com.secure-web.jp/
https://www.qumu.co.jp/index.html
http://www.gctv.co.jp/
https://heatplus.jp/
https://g-b-s.co.jp/
http://www.shinkin.co.jp/kuwanamie/
http://www.keieigijyutu.com/


一般社団法人芸術文化支援機構 業界団体

KPMGコンサルティング株式会社 製造業等

株式会社建和 製造業等

株式会社弘和テック 製造業等

株式会社コーピー 製造業等

株式会社コスモテック 製造業等

小牧市産業クラスター推進協会　こまき新産業振興センター 支援機関

株式会社コミュニティネットワークセンター IT企業

コムネットワーク株式会社 製造業等

株式会社コヤス工業所 製造業等

株式会社コンカー IT企業

株式会社近藤工作所 製造業等

株式会社サイチ IT企業

サイボウズ株式会社 IT企業

榊原精器株式会社 製造業等

株式会社さくら 製造業等

三信建材工業株式会社 製造業等

株式会社サンテック IT企業

サン電子株式会社 IT企業

株式会社ジーエスエレテック 製造業等

株式会社ジェイアンドティシステムズ IT企業

株式会社ジェイテクト 製造業等

システム開発サポート 製造業等

株式会社システムズナカシマ IT企業

株式会社システムネットワーク IT企業

株式会社システムマネージメント IT企業

株式会社システムリサーチ IT企業

一般社団法人持続可能なモノづくり・人づくり支援協会（略称ESD21) 業界団体

下山商工会 支援機関

株式会社就労センター 製造業等

秀和興産株式会社 製造業等

https://home.kpmg/jp/ja/home.html
https://www.kenwa-press.com/
http://www.kouwa-tec.co.jp/
https://corpy.co.jp/
https://www.e-cosmotec.com/
https://komaki-nipc.jp/
https://www.cnci.co.jp/
http://www.comnetwork.co.jp/index.html
https://koyasu-ind.com/
https://www.concur.co.jp/
https://www.kondo-kousaku.co.jp/
https://saichi.jp/
https://cybozu.co.jp/
http://www.sakakibaraseiki.com/
https://www.coffeesakura.jp/
https://sanshin-g.co.jp/
http://www.suntec.co.jp/
https://www.sun-denshi.co.jp/
http://www.gs-electech.co.jp/
https://www.jt-sys.co.jp/
https://www.jtekt.co.jp/
https://www.systems.nakashima.co.jp/
https://www.system-network.co.jp/index.html
https://www.smc-net.co.jp/
https://www.sr-net.co.jp/
https://www.esd21.jp/
http://shimoyamasci.sakura.ne.jp/
https://www.shuro-center.com/
https://shige-group.co.jp/index.html


株式会社ジュトク 製造業等

株式会社浚洗工業 製造業等

SyncMOF株式会社 製造業等

新興窯業株式会社 製造業等

新明工業株式会社 製造業等

スズキ＆アソシエイツ株式会社 製造業等

株式会社鈴木化学工業所 製造業等

スターテクノ株式会社 製造業等

STYLISTA 製造業等

株式会社ＳＮＡＰＳＨＯＴ IT企業

スペース・アイ株式会社 IT企業

株式会社セイワ 製造業等

株式会社セカンドスクール 製造業等

株式会社セットジャパンコーポレーション IT企業

瀬戸市 行政機関

瀬戸信用金庫 金融機関

有限会社ZEROホールディングス IT企業

株式会社ソフトテックス IT企業

合同会社SORAサクライ 製造業等

第一電機測器株式会社 製造業等

太榮株式会社 製造業等

大東工業株式会社 製造業等

大同マシナリー株式会社 製造業等

太美工芸株式会社 製造業等

太陽電化工業株式会社 製造業等

高木建設株式会社 製造業等

高砂電気工業株式会社 製造業等

株式会社田烏経営研究所 IT企業

株式会社タクト IT企業

龍城工業株式会社 製造業等

田原市商工会 支援機関

知多市商工会 支援機関

https://jutoku.co.jp/
https://www.shunsen.co.jp/
https://syncmof.com/
https://www.shinkoyogyo.co.jp/
https://www.shinmei.co.jp/index.html
https://www.customworld.jp/
http://www.suzukikagaku.co.jp/
https://www.startechno.com/
https://stylista-salon.com/
https://www.snapshot.co.jp/
https://www.space-i.com/
http://www.seiwa-1.co.jp/
https://www.2nd-school.jp/about/
http://www.setjapan.co.jp/
http://www.city.seto.aichi.jp/
https://www.setoshin.co.jp/
https://www.zero-hd.com/
https://www.softtex.co.jp/
https://www.sora-sakurai.com/
http://www.daiichidenki.co.jp/
https://www.a-daiei.co.jp/
https://www.daito-toyota.co.jp/
http://www.dm-daido.co.jp/
http://www.taibi.co.jp/
http://takagi-kensetsu.co.jp/
https://takasago-elec.co.jp/
https://tagarasu-keiei.jp/
http://www.tact.co.jp/ja/#maincontents
https://www.tatsuki.co.jp/
http://www.chita-sci.com/


知多メディアスネットワーク株式会社 IT企業

株式会社知万宝 製造業等

株式会社中京銀行 金融機関

中京車体工業株式会社 製造業等

独立行政法人中小企業基盤整備機構　中部本部 支援機関

中部アイティ協同組合 IT企業

中部経済産業局 行政機関

一般社団中部経済連合会 業界団体

中部テレコミュニケーション株式会社 IT企業

一般社団法人中部品質管理協会 業界団体

知立市商工会 支援機関

槌屋スクリーン株式会社 製造業等

株式会社つなぐシステム IT企業

株式会社TSサービス 製造業等

株式会社ＴＫアジャイル IT企業

株式会社ディー・ディー・エス IT企業

テービーテック株式会社 IT企業

株式会社テクノア IT企業

テクノシステム株式会社 IT企業

電子システム株式会社 IT企業

株式会社デンソー 製造業等

株式会社デンソーウェーブ 製造業等

東海総合通信局 行政機関

東京海上日動火災保険株式会社 金融機関

株式会社東郷製作所 製造業等

東郷町商工会 支援機関

東山株式会社 製造業等

株式会社東名ヒューズ 製造業等

有限責任監査法人トーマツ 製造業等

株式会社トキワシステムテクノロジーズ 製造業等

冨田商店株式会社 製造業等

豊明市役所 行政機関

豊明市商工会 支援機関

https://www.medias.co.jp/
https://chimanho.jp/index.html
https://www.chukyo-bank.co.jp/
https://syatai.jp/
https://www.smrj.go.jp/index.html
https://www.e-net.gr.jp/
https://www.chubu.meti.go.jp/
https://www.chukeiren.or.jp/
https://www.ctc.co.jp/
https://www.cjqca.com/
http://chirifu.jp/
https://www.tsuchiya-group.co.jp/manufact/screen.html
https://tss-kk.com/
https://www.tk-agile.co.jp/
https://www.dds.co.jp/ja/
https://www.tbtech.co.jp/
https://www.technoa.co.jp/
https://www.technosystems.co.jp/
https://www.densys.co.jp/
https://www.denso.com/jp/ja/
https://www.denso-wave.com/
https://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
https://www.togoh.co.jp/
https://www.shoukoukai.jp/
https://www.tozan.co.jp/
http://www.tomeifuse.co.jp/
https://www2.deloitte.com/jp/ja.html
https://www.tokiwa-st.com/
http://tomita-shiki.com/index_shiki.html
https://www.city.toyoake.lg.jp/
http://www.toyoake.net/


豊川商工会議所 支援機関

豊田合成株式会社 製造業等

豊田市 行政機関

トヨタ自動車株式会社 製造業等

トヨタ車体株式会社 製造業等

豊田信用金庫 金融機関

株式会社豊田中央研究所 製造業等

トヨタ紡織株式会社 製造業等

豊通オートモーティブクリエーション株式会社 製造業等

豊根村商工会 支援機関

豊山町商工会 支援機関

株式会社トライエッティング IT企業

株式会社トリニティーホールディングス 製造業等

長久手市商工会 支援機関

株式会社中山POPセンター 製造業等

中利株式会社 製造業等

株式会社名古屋銀行 金融機関

名古屋国際工科専門職大学 教育機関

株式会社名古屋コンサル２１ 製造業等

名古屋市 行政機関

名古屋市工業研究所 行政機関

ナノ・テクニカ 製造業等

株式会社成田製作所 製造業等

鳴海商工会 支援機関

西尾市役所 行政機関

西尾信用金庫 金融機関

日進市商工会 支援機関

日本ガイシ株式会社 製造業等

日本システム開発株式会社 IT企業

日本電気株式会社 IT企業

日本ライフレイ株式会社 IT企業

ニュートラル株式会社 IT企業

パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社 IT企業

https://toyokawa-cci.org/
https://www.toyoda-gosei.co.jp/
https://www.city.toyota.aichi.jp/
https://global.toyota/
https://www.toyota-body.co.jp/
https://www.toyoshin.co.jp/
https://www.tytlabs.co.jp/
https://www.toyota-boshoku.com/jp/
https://www.tacreat.com/
https://r.goope.jp/toyone
http://www1.s3.starcat.ne.jp/toyoyama/
https://www.tryeting.jp/
https://trinity-holdings.co.jp/
https://www.nagakute-shoukoukai.jp/
http://nakayamapop.com/
https://nakari100.co.jp/
https://www.meigin.com/
https://www.iput.ac.jp/nagoya
https://www.nc21.jp/
https://www.city.nagoya.jp/
https://www.nmiri.city.nagoya.jp/
https://www.narita.co.jp/
http://www.midoriku-navi.jp/index.html
https://www.city.nishio.aichi.jp/
https://www.shinkin.co.jp/nishio/
http://www.nissin-sci.com/
https://www.ngk.co.jp/
https://www.nskint.co.jp/
https://jpn.nec.com/
https://www.liferay.co.jp/
https://www.neut.co.jp/
https://www.persol-pt.co.jp/


株式会社　ハーツシステム IT企業

パスカルラボラトワ合同会社 IT企業

株式会社パソナ　名古屋営業部 製造業等

半田市 行政機関

株式会社ハンティントン 製造業等

株式会社ビープラザ IT企業

株式会社ひさすえ 製造業等

株式会社日立製作所 製造業等

株式会社尾北 製造業等

株式会社氷感サプライズ 製造業等

福井ファイバーテック株式会社 製造業等

株式会社ＦＵＪＩ 製造業等

富士通Ｊａｐａｎ株式会社 IT企業

プラド株式会社 IT企業

ブルーアイズ株式会社 IT企業

BLUE BEES株式会社 製造業等

フルハシＥＰＯ株式会社 製造業等

株会社ブレイン・ゲート IT企業

合同会社Ｐｒｏｆ 製造業等

株式会社ヘルスケアシステムズ 製造業等

ホンダロジコム株式会社 製造業等

株式会社マイクロリンク IT企業

有限会社まると水産 製造業等

丸中鍛工株式会社 製造業等

マルヤス工業株式会社 製造業等

万能工業株式会社 製造業等

公益財団法人三重県産業支援センター 支援機関

三井機工株式会社 製造業等

株式会社三菱UFJ銀行 金融機関

株式会社みどり 製造業等

株式会社美濃商会 製造業等

美浜町商工会 支援機関

みよし商工会 支援機関

https://www.hearts-system.com/
https://www.pasonagroup.co.jp/
https://www.city.handa.lg.jp/
https://be-plaza.co.jp/
https://www.hisasue.co.jp/
https://www.hitachi.co.jp/
http://k-bihoku.co.jp/
https://www.hyokan-supply.com/company
https://fukui-fibertech.co.jp/
https://www.fuji.co.jp/
https://www.fujitsu.com/jp/group/fjj/
https://prad-web.jp/
https://www.tomorrow-nexus.com/
https://bluebees.jp/
https://www.fuluhashi.co.jp/
https://braingate.co.jp/
https://hc-sys.com/
http://honda-logi.com/
https://www.microlink.co.jp/
http://www.marunaka-f.co.jp/
http://www.maruyasu.co.jp/
http://www.mannoh.co.jp/
https://www.miesc.or.jp/
https://www.mitsui-kiko.co.jp/
https://www.bk.mufg.jp/index.html
https://www.midori-na.co.jp/
http://www.hakutaka.co.jp/
http://www.344navi.com/


株式会社未来会議 製造業等

村松総合保険 製造業等

株式会社メイギテクニカ 製造業等

名城大学経済学部佐土井研究室 教育機関

株式会社名神精工 製造業等

株式会社メイテツコム IT企業

株式会社名友産商 製造業等

株式会社名友産商 製造業等

師崎商工会 支援機関

弥富市商工会 支援機関

株式会社ヤマコ 製造業等

株式会社山田製作所 製造業等

有限会社ヤマト技研 製造業等

ユーアイ精機株式会社 製造業等

有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所 IT企業

株式会社吉川商会 製造業等

ライトアップコンサルティング株式会社 製造業等

株式会社ＬＡＮＤＩＮＧ IT企業

リコージャパン株式会社 IT企業

菱栄工機株式会社 製造業等

リョーエイ株式会社 製造業等

株式会社ルース 製造業等

株式会社ロコソリューションズ IT企業

株式会社ロコマルシェ 製造業等

http://www.meigi.co.jp/index.htm
http://sadoi-lab.com/index.html
http://meishin-s.co.jp/
https://www.meitetsucom.co.jp/
https://meiyu-ss.co.jp/
https://meiyu-ss.co.jp/
https://www.morozaki.jp/
https://yatomi-sci.org/
https://www.yamako.net/
https://www.ysei.co.jp/
http://yamatogiken.suuhun.com/
http://www.yuai-seiki.co.jp/index.html
https://www.usp-lab.com/
http://www.reform1.net/
https://right-up.net/
https://www.d-landing.co.jp/
https://www.ricoh.co.jp/sales/about
http://ryoei.jp/
http://www.ryoei-jp.com/
https://www.luz-inc.co.jp/
http://www.locosol.co.jp/
http://www.locoway.co.jp/yokosuka/

