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1

アーリーバード

2

R＆Mシステム ラボ

3

アイデア行政書士事務所

4

藍野大学臨床工学科山崎研究室

http://www.aino-univ-me.com/

5

特許業務法人ＩＰＲコンサルタント

http://ipr-consultant.jp/

6

合同会社アイビーエス

7

有限会社アイビーフロンティア

http://www.ipfrontier.jp

8

株式会社ilab

http://ilab.webnode.jp/

9

ｉ－ＲｏｏＢＯ Ｎetwork Ｆorum

http://iroobo.jp/

10 aun creative firm

http://a-un.net/

11

http://www.akashi.ac.jp/

独立行政法人国立高等専門学校機構 明石工業高等専門学校テクノセンター

12 亜紀商事
13 アジア太平洋トレードセンター株式会社

http://www.atc-co.com/atc_kigyo/

14 一般社団法人アジアビジネスマッチング支援協会

http://absa-jp.com

15 ATAC

http://www.atac.ne.jp/

16 ATAC MATE 岡山
17

株式会社アビスト

http://www.abist.co.jp/

18 尼崎信用金庫

http://www.amashin.co.jp/

19 アルカディア知財事務所

http://www.arcadia-ip.jp

20 株式会社アルチエ

https://www.archie.co.jp/

21 e&i経営研究所

http://www.eimlabo.jp

22 株式会社池田泉州銀行

http://www.sihd-bk.jp/

23 特許業務法人いしい特許事務所

http://www.patishii.jp

24 和泉市産業振興プラザ

http://www.izumicci.jp/

25 イデアール・スタディオ

http://idealstudio.jimdo.com/

26

茨木商工会議所

http://www.ibaraki-cci.or.jp

27 茨木市産業環境部商工労政課

http://www.city.ibaraki.osaka.jp/

28 岩崎税理士事務所

http://tax-iwasaki.jp

29 株式会社ウィズクライアント

http://www.with-clients.co.jp

30 株式会社ウィレンス

http://willens.jp

31 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

http://aerospacebiz.jaxa.jp/

32 HASマネジメント
33

株式会社英知継承

https://gijutsu-keisho.com/

34

弁護士法人英明法律事務所

https://www.eimei-patent.com/

35

永和信用金庫

http://www.eiwa-shinkin.co.jp/

36 有限会社エーエスシー
37 エコ・サーチ事務所
38 合同会社エナジー・ベース
39

ＮＭＣ経営研究所

http://www.asc-s.jp
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ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

http://www.fmbc.jp

令和２年４月１日現在

41 エフジェィ真空株式会社
42

エムアイエヌコンサルタント株式会社

43

MPーstrategy

44

ＭＹソリューション合同会社

www.mysolution.jp

45 エンゼルキャピタル株式会社

http://www.angelcapital.jp/index.html

46 公益財団法人 大阪科学技術センター

http://www.ostec.or.jp/

47 大阪鞄協会

http://www.osaka-kaban.or.jp/

48 大阪環境カウンセラー協会内 エコアクション21地域事務局大阪 http://www.ea21-osaka.org/
49 大阪芸術大学 デザイン学科
50

大阪工業大学研究支援推進センター

http://www.osaka-geidai.ac.jp/geidai/
http://www.oit.ac.jp/

51 大阪厚生信用金庫

http://www.co-sei.co.jp/

52 株式会社大阪彩都総合研究所

http://www.saito-souken.co.jp

53 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 本部・和泉センター http://tri-osaka.jp/
54 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 森之宮センター http://www.omtri.or.jp/
55 大阪産業大学 教育研究推進センター 地域社会連携課 http://www.osaka-sandai.ac.jp/
56 大阪市信用金庫

http://www.osaka-shishin.co.jp/index.html

57 大阪シティ信用金庫 本店

http://www.osaka-city-shinkin.co.jp/index.html

58 株式会社大阪シティソリューション
59

大阪市役所

http://www.investosaka.jp

60 大阪商業大学

http://ouc.daishodai.ac.jp/

61 大阪商工会議所（産業部 産業・技術振興担当）

http://www.osaka.cci.or.jp/

62 大阪商工信用金庫

http://www.osaka-shoko.co.jp/

63 公立大学法人 大阪市立大学新産業創生研究センター http://www.osaka-cu.ac.jp/
64 大阪信用金庫

http://www.osaka-shinkin.co.jp

65 大阪信用保証協会

http://www.cgc-osaka.jp/

66 大阪大学 産学連携推進本部

http://www.uic.osaka-u.ac.jp

67 大阪中小企業応援センター（北摂地域）

http://www.ooaana.or.jp/ouenc.html

68 大阪電気通信大学

http://www.osakac.ac.jp

69 一般社団法人大阪能率協会

http://mic.e-osaka.ne.jp/oma/

70

一般社団法人 大阪発明協会

http://www.jiiiosaka.jp/

71 大阪東信用金庫

http://www.osaka-higashin.co.jp

72 大阪府異業種交流促進協議会

http://igyoushu-group.com

73 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所 http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/
74 大阪府研究開発型企業振興会（ORD)

http://www.ord.gr.jp/

75 公益社団法人 大阪府工業協会

http://www.opmia.or.jp/

76 一般社団法人大阪府産業支援型ＮＰＯ協議会

http://www.oissac.sakura.ne.jp

77 社団法人大阪府信用金庫協会
78 大阪府中小企業団体中央会

http://www.maido.or.jp/index0.html
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大阪府品質管理協会

http://www.hinkyo.com

80 大阪府ものづくり振興協会
81

公立大学法人大阪府立大学産学官連携機構

令和２年４月１日現在

http://monokyo.com/
http://www.osakafu-u.ac.jp/

82 大阪府立大学工業高等専門学校総合工業システム学科 http://www2.ct.osakafu-u.ac.jp/
83 大阪府立大学次世代電動車両開発研究センター

http://www.ev.21c.osakafu-u.ac.jp/

84 オーディンデザイン株式会社
85

岡山大学

http://www.suri.sys.okayama-u.ac.jp/index.html

86 オリックス株式会社

http://www.orix.co.jp/grp/

87 株式会社オンデック

http://www.ondeck.jp

88 国立研究開発法人科学技術振興機構

http://www.jst.go.jp/

89 交野市

http://www.city.katano.osaka.jp/

90 門真市

http://www.city.kadoma.osaka.jp/

91 門真市中小企業サポートセンター

http://www.kadoma-sc.hs.plala.or.jp/

92 兼田中小企業診断士事務所
93

紙本技研株式会社

94 川上特許事務所
95 河内経営技術コンサルティング（河内技術士事務所）
96

関西アーバン銀行

97 関西学院大学研究推進社会連携機構

http://www.kansaiurban.co.jp
http://www.kwansei.ac.jp/index.html

98 株式会社 関西経営サポートセンター
99 公益社団法人 関西経済連合会

http://www.kankeiren.or.jp/index.html

100

http://www.kpcnet.or.jp/kiie/

公益財団法人関西生産性本部関西インダストリアル・エンジニアリング協会

101 関西大学社会連携部産学官連携センター

http://www.kansai-u.ac.jp/renkei/

102 一般社団法人関西中小企業研究所

http://www.facebook.com/kanchuken

103 関西中小工業協議会

http://www.kanchu.or.jp/

104

http://www.keihanna.biz

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構 新産業創出交流センター

105 企業組合日本ビジネス育成協会

http://nbik.co.jp/

106 岸和田市産業部商工観光課

http://www.kishinavi.com/

107 北大阪商工会議所

http://www.kitaosaka-cci.go.jp/

108 北おおさか信用金庫

http://www.kitaosaka-shinkin.co.jp/index.html

109 学校法人北里研究所 北里大学

http://www.kitasato-u.ac.jp/

110 木本法務事務所

https://kimotoa.wixsite.com/mysite

111 株式会社紀陽銀行

http://www.kiyobank.co.jp/

112 有限会社協働研究所

http://www.workwith.jp/

113 株式会社京都銀行

http://www.kyotobank.co.jp/

114 京都工芸繊維大学研究戦略推進本部

http://www.liaison.kit.ac.jp/

115 京都信用金庫

http://www.kyoto-shinkin.co.jp/

116 京都信用金庫 門真支店

http://www.kyoto-shinkin.co.jp/

117 京都府立大学
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118 京都リサーチパーク株式会社

http://www.krp.co.jp/

119 京都リサーチパーク株式会社（西地区）

http://www.krp.co.jp/

120 株式会社極東ブレイン

http://www.fe-brain.com/

121 清原国際特許事務所

http://www.kiyopat.com/

122 近畿印刷産業機材協同組合

http://www.kpma.or.jp

123 近畿産業技術クラスター協同組合

http://www.kstc.jp/

124 近畿総合リース株式会社

http://www.kksl.co.jp

125 近畿大学リエゾンセンター

http://www.kindai.ac.jp/sangaku/

126 グットインフルエンス
127 久保総合会計事務所

http://www.kubokaikei.com/

128 一般社団法人組込みシステム技術協会 近畿支部 http://www.jasa.or.jp/kinki/
129 組込みシステム産業振興機構

http://www.kansai-kumikomi.net/

130 倉矢税理士事務所

http://www.kuraya-osaka.jp/

131 けいはんな知財組合

http://www.khnipcon.jimdo.com

132 甲南大学 フロンティア研究推進機構（甲南ＦＲＯＮＴ） http://www.konan-u.ac.jp/front/
133 神戸芸術工科大学 芸術工学研究所

http://www.kobe-du.ac.jp

134 国立大学法人神戸大学連携創造本部

http://www.innov.kobe-u.ac.jp

135 独立行政法人国際協力機構 関西国際センター

http://www.jica.go.jp/kansai/

136 株式会社コストジャパン

http://costjapan.net/

137 コンサルティングオフィス セクスタント
138 コンテック近藤技術士事務所
139 サイエスト株式会社
140 彩都（国際文化公園都市）建設推進協議会

http://www.saito.tv/index.html

141 堺市商工労働部ものづくり支援課

http://www.city.sakai.lg.jp

142 公益財団法人 堺市産業振興センター

http://www.sakai-ipc.jp/

143 堺商工会議所
144 株式会社さかい新事業創造センター

http://www.s-cube.biz/

145 佐賀県 関西・中京事務所

http://www.pref.saga.lg.jp/

146 合同会社 坂本コンサルタント
147 財団法人 産業科学研究協会

http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/RAIS/

148 独立行政法人産業技術総合研究所

http://www.aist.go.jp/kansai/

149 一般社団法人産業人知的財産協議会

http://www.ipai.jp

150 株式会社サン・フレア

http://www.sunflare.com

151 ＧＨコンサルティング
152 一般社団法人 GPI標準化委員会

http://www.gpi-pipe.org/index.html

153 シップヘルスケアホールディングス株式会社

http://www.shiphd.co.jp/

154 一般財団法人 澁谷ものづくり人材育成研究所

http://shibuya.or.jp/

155 獣医再生医療研究会

http://vrma.jp/

156 株式会社 商工組合中央金庫

http://www.taishobank.co.jp/02/index.html
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国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 関西支部

http://www.nedo.go.jp

令和２年４月１日現在

158 公益財団法人 新産業創造研究機構

http://www.niro.or.jp/index.php

159 吹田市

http://www.city.suita.osaka.jp/

160 吹田商工会議所

http://www.suita.cci.or.jp/

161 末浪技術士事務所
162 住友生命保険相互会社

http://www.sumitomolife.co.jp/

163 生産技術研究会

http://tri-osaka.jp/dantai/seigiken/

164 合同会社セイフティーアーキテクト

http://s-architect.net/

165 摂南大学

http://www.setsunan.ac.jp/

166 公益財団法人全国中小企業振興機関協会

http://www.zenkyo.or.jp

167 総務省近畿総合通信局情報通信連携推進課

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/

168 株式会社 大正銀行

http://www.dgcbase.jp/

169 大東市役所 市民生活部 産業労働課

http://www.city.daito.lg.jp/

170 大東商工会議所

http://www.daito-cci.or.jp/

171 公益財団法人 太平洋人材交流センター

http://www.prex-hrd.or.jp

172 高槻市企業振興課

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/

173 高槻商工会議所

http://www.takatsukicci.or.jp

174 竹下経営革新事務所
175 知考力の経営
176 株式会社知財アシスト

https://www.chizai-assist.com/

177 一般社団法人 知財経営ネットワーク

http://ip-net.org

178 知的財産事務所エボリクス

http://evorix.jp

179 独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部

http://www.smrj.go.jp/incubation/higashi-osaka/

180 立命館大学研究部理工リサーチオフィス

http://www.ritsumei.jp/index_j.html

181 NPO法人DGC基礎研究所

http://www.shokochukin.co.jp

182 株式会社 帝国データバンク大阪支社

http://www.tdb.co.jp/

183 テクノ・コンサルティング
184 株式会社テクノ・エージェンツ

http://www.technoagents.co.jp

185 NPO法人テクノメイトコープ

http://www.geocities.jp/tmc_osk/

186 テクノロジーシードインキュベーション株式会社

http://www.tsi-japan.com/

187 テクロスSIC

https://www.facebook.com/nobuyuki.nishitani.7/

188 東京海上日動火災保険株式会社

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

189 学校法人五島育英会 東京都市大学

https://www.tcu.ac.jp/

190 同志社大学リエゾンオフィス

http://liaison.doshisha.ac.jp/

191 東北大学金属材料研究所 附属産学官広域連携センター http://www.kansaicenter.imr.tohoku.ac.jp/
192 株式会社 東北テクノアーチ

http://www.t-technoarch.co.jp

193 鳥取県関西本部

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=35879

194 鳥取大学 産学・地域連携推進機構

http://www2.cjrd.tottori-u.ac.jp/

195 豊中市

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/
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http://www.ooaana.or.jp/

197 内藤技術士事務所
198 株式会社ナイトウ経営

http://www.naitokeiei.co.jp/

199 有限会社中島事務所

http://www.omoi-tsutaeru.com/

200 公立大学法人名古屋市立大学

http://www.nagoya-cu.ac.jp/

201 国立大学大学法人名古屋大学
202 公立学校法人奈良県立医科大学

http://www.naramed-u.ac.jp/index.html

203

http://www.nara-k.ac.jp/

独立行政法人 国立高等専門学校機構 奈良工業高等専門学校産学交流室

204 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学

http://www.naist.jp/index_j.html

205 株式会社南都銀行

http://www.nantobank.co.jp/

206 社団法人 西日本プラスチック製品工業協会

http://www.nishipla.or.jp

207 西淀川区役所

http://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/

208 一般社団法人日用金属製品検査センター

http://www.jmhic.or.jp/

209 日刊工業新聞 大阪支社

http://www.nikkan.co.jp/

210 一般社団法人日本機械工業連合会大阪事務所

http://jmf.or.jp

211 社団法人日本金型工業会西部支部

http://www.moldassociation.com/

212 株式会社日本雇用創出機構

http://www.nihon-kikou.co.jp/

213 株式会社日本政策金融公庫

http://www.jfc.go.jp/

214 公益財団法人 日本発明振興協会 関西支部

http://www.jsai.org/

215 日本帆布製品販売協同組合

http://www.hanpu.or.jp/

216 日本貿易振興機構（ジェトロ）

https://www.jetro.go.jp/

217 日本工業大学先端材料技術研究センター

http://wwwm.nit.ac.jp/~sentan

218 ネオマテリアル研究会

http://www.neomaterial.org/

219 寝屋川市市民生活部産業振興室

http://www.city.neyagawa.osaka.jp/

220 ノイエス株式会社

http://www.nkc-neues.com/

221 株式会社農業サポートセンター

http://nousapo.co.jp/

222 野村技術士事務所
223 はぐくみ行政書士事務所

https://hagukumi.okamino-mikata.com/profile/office

224 合同会社長谷川文也技術士事務所

http://gijutusihasegawa.main.jp/

225 株式会社パソナ パソナキャリアカンパニー

http://www.pasonacareer.biz/

226 パナソニック株式会社 ナレッジサービス推進室

http://www.panasonic.com/jp/business/knowledge.html

227 花田法務事務所

http://www.m-hana.jp/

228 PTCジャパン株式会社

https://www.ptc.com/ja/

229 東大阪市経済部ものづくり支援室

http://www.city.higashiosaka.lg.jp/

230 公益財団法人東大阪市産業創造勤労者支援機構 http://hispa.h-osaka.jp/
231 東大阪商工会議所

http://www.hocci.or.jp/

232 東大阪市立産業技術支援センター

https://techsupport.jp/

233 ひまわり経営サポート株式会社
234 ヒューマン・テック研究所

http://www7a.biglobe.ne.jp/~utakouji/
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235 公立大学法人兵庫県立大学大学院工学研究科

http://www.eng.u-hyogo.ac.jp/

236 枚方信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/hirakata/

237 品質管理コンサルタント石尾
238 一般財団法人ファインセラミックスセンター

http://www.jfcc.or.jp/

239 国立大学法人 福井大学

http://www.hisac.u-fukui.ac.jp/index.jsp

240 藤田経営研究所
241 Fraunhofer

http://www.fraunhofer.jp/

242 ブランシェ国際知的財産事務所

http://www.branche-ip.jp/

243 古川税務会計事務所

http://furukawa-zk.com/

244 古谷国際特許事務所

http://www.furutani.jp/

245 ベルテックコンサルタント
246 株式会社ベンチャーラボ

http://www.venturelabo.co.jp/

247 北摂国際特許事務所

http://www.hokusetsu-ip.com/

248 ポリテクセンター関西

http://www3.jeed.or.jp/osaka/poly/

249 堀比寿事務所
250 ポワンジョリ
251 合同会社マーケティング知財研究所

http://www.markeip.com

252 マサコンサルティングインターナショナル

http://osakarep.com/

253 三井住友海上火災保険株式会社

http://www.ms-ins.com

254 株式会社三井住友銀行

http://www.smbc.co.jp/

255 みなとキャピタル株式会社

http://www.t-s-d.jp/

256 南大阪工業団地協同組合
257 宮﨑特許事務所

http://www.miyazaki-ip.jp/index.html

258 株式会社 みらい、関西、ＭＥＮ’Ｓ

http://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-LYbqCQfuIZjq.aspx

259 睦行政書士労務事務所
260 村田哲也事務所
261 ものづくり知好楽
262 守口門真商工会議所

http://www.mk-cci.jp

263 もりぐち中小企業診断士事務所

http://smeco.jp/

264 森末総合事務所

http://office.morisue.jp/

265 有限会社紋珠 高槻バイオマス粉炭研究所

http://monjyu.co.jp/

266 八尾市経済環境部ものづくり支援室

http://www.city.yao.osaka.jp/

267 八尾商工会議所

http://www.yaocci.or.jp/

268 八尾市立中小企業サポートセンター

http://www.i-portal-yao.jp/center/index.html

269 矢間総合事務所

http://yazama.web.fc2.com/

270 安田コンサルティング

http://yasucon.jp

271 山口大学工学部 佐伯研究室

http://www.saeki.chem.yamaguchi-u.ac.jp/

272 山本海事法務事務所／山本行政事務所

http://www.yamamotokoji-maritimelaw-office.jp/

273 株式会社ヨネダ
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274 株式会社リアルマネジメント

http://www.real-management.com/

275 株式会社りそな銀行

http://www.resona-gr.co.jp/resonabank

276 りそな中小企業振興財団

http://www.resona-fdn.or.jp

277 株式会社リブウェル

http://www.live-well.jp/

278 龍谷大学 龍谷エクステンションセンター（REC）

http://rec.seta.ryukoku.ac.jp/

279 財団法人 レーザー技術総合研究所

http://www.ilt.or.jp/

280 特定非営利活動法人れんこん研究会

http://renkon.or.jp

281 和歌山大学 産学連携イノベーションセンター

http://www.wakayama-u.ac.jp/

282 十三信用金庫

http://www.shinkin.co.jp/jushin/

283 摂津水都信用金庫

http://www.settsu-suito.jp/

