
業種大項目 業種小項目 業種数

小売・卸売・商社 (98708)

百貨店・スーパー (687)

コンビニ (134)

食料品・酒屋 (14831)

ファッション・洋服 (6595)

書籍・文房具・がん具 (3752)

医薬品・化粧品 (5101)

自動車・自転車 (9293)

電器 (2153)

家具・インテリア (1804)

ガソリンスタンド・燃料 (2079)

日用雑貨 (2873)

建築・鉱物・金属 (9396)

機械器具 (16423)

総合卸売・商社・貿易 (3664)

通信販売 (4789)

その他小売・卸売 (15144)

16

飲食・宿泊 (9708)

食堂・レストラン (5324)

居酒屋・バー (1029)

喫茶店 (388)

ファーストフード (111)

持ち帰り・デリバリー (904)

旅館・ホテル (1952)

6

サービス (67138)

旅行・レジャー (5527)

床屋・美容院 (1363)

エステ・リラクゼーション (977)

ペット (474)

リース・レンタル (3473)

ビル管理・オフィスサポート (9165)

その他サービス (46159)

7

ＩＴ・広告・マスコミ (66078)

情報通信・インターネット (9158)

ソフトウェア・SI (27285)

デザイン・製作 (14517)

広告・販促 (9251)

印刷 (0)

放送・出版・マスコミ (5867)

6

コンサル・会計・法務関連全て (9088)
経営コンサルティング (5439)

会計、税務、法務、労務 (3649)
2

人材全て (7888) 人材全て (7888) 1

病院・福祉・介護全て (15883)

病院 (742)

医院・診療所 (1854)

歯医者 (178)

動物病院 (104)

介護・福祉 (13005)

5

不動産全て (35680)

不動産売買 (26433)

不動産賃貸 (8770)

不動産開発 (477)

3

金融・保険全て (8134)

銀行 (465)

貸金業、クレジットカード (863)

金融商品取引 (982)

保険 (4515)

その他金融 (1309)

5



教育・学習全て (5778)

幼稚園・保育園 (924)

小学校・中学校・高校 (109)

大学 (217)

専門学校 (245)

予備校 (50)

進学塾・学習塾 (1185)

外国語会話 (400)

パソコンスクール (191)

幼児教室 (66)

その他教室・スクール (2391)

10

建設・建築全て (86782)

総合（建設・建築） (40864)

専門（建設・建築） (25537)

設備（建設・建築） (20381)

3

運輸全て (17133)

運輸 (15173)

倉庫 (1009)

運輸付帯サービス (951)

3

製造・機械全て (89458)

食料品 (9790)

飲料・たばこ・飼料 (1805)

繊維工業 (1786)

衣服・繊維 (2909)

パルプ・紙 (2009)

印刷 (6029)

油脂加工・洗剤・塗料 (663)

化粧品 (1066)

医薬品 (798)

その他の化学工業 (2568)

プラスチック製品 (3748)

ゴム製品 (929)

一般機械 (12137)

電気・電子機器 (9072)

自動車・輸送機器 (2930)

精密機械 (3307)

鉄・金属 (14316)

その他製造業 (13596)

18

電気・ガス・水道全て (1199)

電気 (726)

ガス (413)

水道 (60)

3

農林水産全て (3465) 農林水産全て (3465) 1

鉱業全て (227) 鉱業全て (227) 1

官公庁全て (239) 官公庁全て (239) 1

組合・団体・協会全て (12101)
組合・団体・協会 (9687)

NPO (2414)
2

その他全て (288) その他全て (288) 1



カテゴリー タグ名 社数 タグ説明

展示会通信IT 935
「通信・IT」に関連したビックサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ横浜の展示会
に出展実績のある企業

展示会機械電子環境 7,343
「機械・電子・環境」に関連したビックサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ横浜
の展示会に出展実績のある企業

展示会介護医療 1,268
「介護・医療」に関連したビックサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ横浜の展示
会に出展実績のある企業

展示会人事経営 466
「人事・経営」に関連したビックサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ横浜の展示
会に出展実績のある企業

展示会販促営業 351
「販売・営業」に関連したビックサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ横浜の展示
会に出展実績のある企業

展示会食品健康 3,751
「食品・健康」に関連したビックサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ横浜の展示
会に出展実績のある企業

展示会ファッション趣味インテリア 1,922
「ﾌｧｯｼｮﾝ・趣味・ｲﾝﾃﾘｱ」に関連したビックサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ
横浜の展示会に出展実績のある企業

展示会自動車 1,446
「自動車」に関連したビックサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ横浜の展示会に
出展実績のある企業

展示会その他 3,030
タグ（0101～0108）の分野以外の分野に関連したビックサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・
パシフィコ横浜の展示会に出展実績のある企業（例：賃貸住宅・投資）

展示会全体 16,092 ビックサイト・幕張メッセ・インテックス大阪・パシフィコ横浜の展示会に出展実績のある企業

展示会ニュース発表企業 17,038 直近2年間に「展示会」「出展」に関するニュースをに掲載している企業

ベンチャー投資受入企業 178
「投資株式会社」「キャピタル株式会社」「株式会社ジャフコ」「投資事業組合」の記載がある企
業

設立5年以内 22,141 設立5年以内の企業

設立10年以内 61,562 設立10年以内の企業

第三者割り当て増資をしている企業 5,069 「第三者割当増資」「資本提携」「資金調達」の記載がある企業

スタートアップ企業 10,490 スタートアップ関連サイトに掲載されている企業

表彰企業 28,470
各省庁や政府関連機関から，「日本ベンチャー大賞」「省エネ大賞」「グッドデザイン賞」各種優
秀賞等の表彰を受けたことがある企業

補助金受領企業 19,758 各省庁や政府関連機関からの補助金を受領したことがある企業

SDGs・ESG推進企業 17,750 ホームページに「SDGs」「ESG投資」等の記載がある企業

10周年企業 8,468 2021年に創立10周年を迎える企業

20周年企業 7,209 2021年に創立20周年を迎える企業

50周年企業 5,026 2021年に創立50周年を迎える企業

100周年企業 195 2021年に創立100周年を迎える企業

決算官報公告企業 26,710 過去2年程度以内に官報に決算公告をしている企業

自己資本比率連続2期以上上昇 6,443 自己資本比率が2期以上連続して上昇した企業

自己資本比率60%以上 8,692 自己資本比率が60%以上の企業

セミナー開催企業 2,840 直近2年間に「創業、起業、経営、人事、就活」系のセミナーニュースを掲載している企業

キャンペーン実施企業 18,528 直近2年間にキャンペーンに関するニュースを掲載している企業

TVCM放送企業 937 TVCMの「放送、放映」のニュースを掲載している企業

CSRに力を入れている企業 9,602 「CSR、行動規範、社会的責任、地域貢献、環境保護活動、環境報告書」等の記載がある企業

EC・ネット販売をしている企業 18,261 「Eコマース、ネットショップ、オンラインショップ」等と「特定商取引」の記載がある企業

地域貢献活動を推進している企業 24,971 「地域貢献」または「社会福祉活動」の記載がある企業

各種展示会出展状況

広報・マーケティング・営業
活動状況

経営状況

活動タグ



中途採用企業 7,832 「キャリア採用、中途、経験者」を「採用、募集」している企業

通年採用実施企業 849 通年「採用、募集」している企業

エンジニアを採用募集している企業 7,438 「技術者、技術職、エンジニア」を「採用、募集」している企業

ワークライフバランス重視企業 2,249 「ワークライフバランス」の記載がある企業

会社説明会実施企業 5,216 「会社説明会、就職説明会、採用説明会」に関するニュースを掲載している企業

働き方改革・ダイバーシティー推進企業 7,827 「働き方改革」または「ダイバーシティー」の記載がある企業

営業職募集企業 45,079 各種転職サイトで営業職を募集している企業

テレワーク実施企業 5,492
「テレワーク、リモートワーク、在宅勤務」が「開始、実施、体制」されたニュースをに掲載して
いる企業

2022新卒募集企業 21,952 就活サイトで2022年新卒募集を実施している企業

2023新卒募集企業 29,198 就活サイトで2023年新卒募集を実施している企業

2022新卒インターン募集企業 3,476 就活サイトで2022年新卒のインターンを募集している企業

2023新卒インターン募集企業 2,851 就活サイトで2023年新卒のインターンを募集している企業

新商品リリース企業 18,774 直近2年間に「新商品、新サービス」に関するニュースを掲載している企業

海外進出企業、海外取引 19,972 「輸出入、海外取引、国際取引、海外拠点、現地法人」等の記載がある企業

グローバル化推進企業 4,379 「グローバルビジネス、グローバル化、グローバル人材、国際化」している企業

JADMA会員企業 144 「JADMA」「日本通信販売協会」のキーワードがHPにある企業

東証グロース上場企業 472 東証グロースに上場している企業

ISO認定取得企業 2,357 ISO認定取得している、またはしようとしている企業

コールセンター保有企業 4,588
「コンタクトセンター、カスタマーサポートセンター、お客様相談窓口」を保有している、または
関連している企業

IT系認定パートナー企業 2,258 「オラクル、SAP」等を「認定、パートナー」している企業

取引先に官公庁・自治体 3,677 官公庁または自治体と取引している企業

合併企業 12,525 国税庁法人番号公表サイトで合併承継先として公表されている企業

アジア進出企業 2,633
「アジア、中国、台湾、韓国、インド、タイ、インドネシア」等に「海外進出、海外拠点、国外進
出」している企業

北米進出企業 880 「北米、アメリカ、米国、カナダ」に「海外進出、海外拠点、国外進出」している企業

欧州進出企業 758
「欧州」「ヨーロッパ」「ドイツ」「英国」「イギリス」「フランス」等と「海外進出」「海外拠
点」「国外進出」等の記載がある企業

新規事業開発企業 7,500 「コンサル・会計・法務関連」以外の企業で，ホームページに「新規事業」の記載がある企業

新規拠点・店舗立ち上げ企業 2,321
直近2年以内に，「拠点、支社、支店、店舗」の「立ち上げ、出店、開設」に関するニュースを掲
載している企業

内部統制・コンプライアンス推進企業 11,073 ホームページに「内部統制」または「コンプライアンス」の記載がある企業

特許出願企業 20,508 過去10か年（特許出願日が2011年～2020年）に特許を出願している企業

フランチャイズ企業 738 「フランチャイズ比較」サイトに，フランチャイズ本社として登録されている企業

オムニチャネル 207 「オムニチャネル」の記載がある企業

サブスクリプションサービス 2,209 「サブスクリプション、サブスク、定額」といった記載がある企業

キャッシュレス決済導入企業 5,478 「キャッシュレス」「Pay」「スマホ決済」「QR決済」に関するニュースをに掲載している企業

アクティブシニア活用 13,623 「高齢者、シニア」の「採用、求人、仕事」等の記載がある企業

DX導入・関連企業 1,716
「デジタルトランスフォーメーション」「デジタル・トランスフォーメーション」の記載がある企
業

5G導入・関連企業 619 「５Ｇソリューション」「５Ｇ対応」「５ｇ・無線」等の記載がある企業

再生可能エネルギー発電企業 168 「太陽光発電、風力発電」を「保有」している企業

ECポータル出店 9,356 amazon、ヤフーショップ、楽天shopに出店している企業

WordPress利用 182,440 wordpressを使用している企業

ハイエンドMAツール利用 2,726 eloque、marketingcloud、pardotを利用している企業

ミドル以下MAツール利用 5,854 バウナウ、hubspot等のMAツールを利用している企業

SNSツール利用 128,646 facebook、instagram等のSNSツールを利用している企業

WEB分析ツール利用 200,314 universalanalytics、googleanalytics等のWEB分析ツールを利用している企業

ツール利用

採用活動・雇用状況

事業展開状況



カテゴリー タグ名 社数 タグ説明

電子部品・モジュール 16,185 製造業で「電子部品」「半導体」「電子部品受託サービス」等の記載がある企業

機械部品 16,782 製造業で「機械要素」「モータ」「ポンプ」「自動車部品」等の記載がある企業

製造・加工機械 6,696 製造業で「工作機械」「加工機械」「半導体製造装置」等の記載がある企業

科学・理化学機器 4,816 製造業で「理化学機器」「洗浄機」「表面処理装置」「実験器具」等の記載がある企業

素材・材料 9,300 製造業で「金属材料」「高分子材料」「セラミック」「木材」等の記載がある企業

測定・分析・検査・センサ 9,115 製造業で「計測機器」「検査装置」「試験装置」「分析装置」「分析受託」等の記載がある企業

画像処理 4,681 製造業で「カメラ」「レンズ」「画像処理」等の記載がある企業

制御・電機機器 7,026
製造業で「プロセス制御機器」「FA機器」「クリーンルーム」「照明」「静電気対策等の記載があ
る企業

工具・消耗品・備品 2,536 製造業で「切削工具」「研磨材」「作業工具」「清掃用具」「安全用品」等の記載がある企業

設計・生産支援 11,080 製造業で「CAD」「CAM」「設計受託サービス」「生産受託サービス」等の記載がある企業

オフィス関連用品 5,960 製造業で「PC」「OA機器」「備品」等の記載がある企業

3次元関連 942 製造業で「3Dデータソリューション」「3次元測定器」「3Dプリンタ」等の記載がある企業

食品機器 7,299 製造業で「食品」「フード」と「撹拌」「瓶詰」「乾燥」「検査」等の記載がある企業

飲料機器 1,191 製造業で「飲料」「ドリンク」と「測定」「検査」「濃縮」等の記載がある企業

スマート工場関連製品・サービス提供 2,057 製造業またはIT業で，「PLM」「生産スケジューラ」「産業用ロボット」等の記載がある企業

光通信 303 製造業で「光通信」「SDH/SONET」「光トランシーバ」「光学薄膜成膜装置」等の記載がある企業

製薬会社 1,320 製造業で「製薬」の記載がある企業

医療機器製造・販売会社 2,593 製造業で「医療機器販売」「医療機器製造」の記載がある企業

水産食料品製造 7,531 製造業で「水産」「魚」「海藻」等と「製造」「工場」の記載がある企業

畜産食料品製造 5,003 製造業で「肉」「牛乳」「乳製品」と「製造」「工場」の記載がある企業

缶・瓶詰食料品製造 815
製造業で「野菜」「果物」「惣菜」「ジュース」等と「缶詰」「瓶詰」等と「製造」「工場」の記
載がある企業

調味料製造 10,891 製造業で「味噌」「醤油」「調味料」等と「製造」「工場」の記載がある企業

パン・菓子製造 7,333 製造業で「パン」「菓子」「ビスケット」等と「製造」「工場」の記載がある企業

酒類製造 6,953 製造業で「酒」「ビール」「ワイン」「焼酎」等と「製造」「工場」「醸造」の記載がある企業

茶・コーヒー製造 4,593 製造業で「茶」「コーヒー」「珈琲」と「製造」「工場」の記載がある企業

マーケティングツール 7,379 「LPOツール」「MAツール」「CMS」「広告効果測定ツール」「営業ツール」等の記載がある企業

営業管理ツール 548 「SFA」「名刺管理」「営業管理システム」「営業管理ツール」の記載がある企業

営業・マーケティング支援・代行 14,197 「営業代行」「営業支援」「広告運用」「プレゼン資料作成」等の記載がある企業

通販・EC支援 1,228 「通販支援」「ECサイト構築」「EC運営代行」「ECコンサル」「通販広告」等の記載がある企業

交通広告・OOH代理店 1,121 「交通広告」「屋外広告」「OOH」「タクシー広告」「移動体広告」の記載がある企業

デジタルマーケティング支援 790
「インターネット広告代理」「モバイル広告代理」「WEB広告事業」「デジタルマーケティング支
援」「WEBマーケティング支援」の記載がある企業

SNS広告・SNS運用 694
「facebook広告」「LINE広告」「口コミ広告」「インフルエンサーマーケティング」等の記載があ
る企業

PR・ブランディング支援 7,623
「広報会社」「プレスリリース配信代行」「ブランディング支援」「ブランド戦略」等の記載があ
る企業

SEO・SEM 4,616 「SEO対策」「SEM」「リスティング広告代理」「オートビットツール」等の記載がある企業

マーケティングリサーチ 5,081
「マーケティングリサーチ」「市場調査」「ネットリサーチ」「グループインタビュー」「商圏分
析」等の記載がある企業

人事・給与 3,094
IT業で「就業管理」「給与」「シフト管理」「タレントマネジメント」「従業員満足度調査」等の
記載がある企業

採用 73
IT業で「採用管理」「Web面接」「リファラル採用」「ダイレクトリクルーティング」の記載があ
る企業

財務・会計 1,365
IT業で「会計ソフト」「固定資産管理」「経費精算」「請求書発行」「決済代行」等の記載がある
企業

基幹統合 1,057 IT業で「ERP」「SCM」「EAI」の記載がある企業

生産管理 3,995 IT業で「ERP」「生産管理」「原価管理」「プロジェクト管理」等の記載がある企業

在庫・購買管理 1,633 IT業で「在庫管理」「購買管理」「EDI」の記載がある企業

販売管理 2,148 IT業で「販売管理」「請求書発行」「売上管理」「入金管理」等の記載がある企業

営業・顧客管理 2,670 IT業で「SFA」「CRM」「名刺管理」「営業支援」「MAツール」等の記載がある企業

データ分析・管理 3,461
IT業で「DWH」「ビジネスインテリジェンス」「テキストマイニング」「データマイニング」等の
記載がある企業

情報共有 950
IT業で「グループウェア」「ナレッジマネジメント」「文書管理」「ファイル転送」等の記載があ
る企業

ネットワーク・通信インフラ 1,169
IT業で「WEB会議システム」「MDM」「リモートアクセス」「ネットワーク機器」「法人Wi-Fi」等
の記載がある企業

データセンター 1,460
IT業で「データセンター」「ハウジング」「ホスティングサービス」「コロケーション」の記載が
ある企業

サーバー・ストレージ 222
IT業で「オンラインストレージ」「ファイル転送サービス」「クラウドサーバー」「クラウドサー
バ」の記載がある企業

運用管理・監視 522
IT業で「サービスデスク」「統合運用管理」「IT資産管理システム」「ログ管理ツール」等の記載
がある企業

ネットワークセキュリティ 367 IT業で「WAF」「ファイアウォール」「IDS」「不正侵入」「IPS」の記載がある企業

コンテンツセキュリティ 570
IT業で「ウイルス対策」「不正アクセス対策」「ファイル暗号化ソフト」「情報漏洩対策」等の記
載がある企業

ID・アクセス管理セキュリティ 170 IT業で「ID管理システム」「PKI」「公開鍵基盤」「SMS認証」「入退室管理」の記載がある企業

その他セキュリティ 287 IT業で「電子証明書」「UTM」「統合脅威管理」「セキュリティ診断サービス」の記載がある企業

リモートワーク 376
IT業で「リモートワーク支援」「業務用タブレット」「Web会議システム」「モバイル活用ソ
リューション」等の記載がある企業

システムインテグレータ 9,560
「Sier」「システムインテグレータ」「レガシーマイグレーション」「システム構築」等の記載が
ある企業

分野タグ

製造・製薬

営業・マーケティング

ITシステム業



経理アウトソーシング 2,448
「経理アウトソーシング」「財務アウトソーシング」「経理代行」「資金調達代行」等の記載があ
る企業

給与計算アウトソーシング 4,444 「給与アウトソーシング」「勤怠管理」「給与管理」「経費清算」等の記載がある企業

採用アウトソーシング 1,092 「採用アウトソーシング」「面接代行」「採用代行」「採用コンサルティング」の記載がある企業

研修アウトソーシング 1,960
"「マネジメント研修」「ビジネスマナー研修」「管理職向け研修」「外国人研修」「研修コンサ
ルティング""」等の記載がある企業"

人事制度策定 1,385
「人事制度コンサルティング」「人事評価」「人事制度策定」「人事評価ツール」「就業規則作
成」の記載がある企業

オフィスリニューアル 2,069 「オフィス移転」「オフィス内装」「オフィスデザイン」の記載がある企業

RPA 108 「RPAツール」の記載がある企業

社会保険労務士 3,288 「社会保険労務士法人」「社会保険労務士事務所」の記載がある企業

人材紹介会社（中途） 711 人材業で「中途」「経験者」と「採用」「募集」の記載がある企業

人材紹介会社（新卒） 658 人材業で「新卒」「新入社員」と「採用」「募集」の記載がある企業

税理士・公認会計士 5,638 "「税理士法人」「公認会計士事務所""」の記載がある企業"

福利厚生 414 「福利厚生代行」「福利厚生サービス」「社食サービス」「自己啓発支援」等の記載がある企業

省エネ・節電 10,713
「省エネ照明」「空調設備」「断熱」「エネルギー管理」等と「販売」「導入支援」「構築」の記
載がある企業

オフィスセキュリティ 1,417 「入退室管理」「映像セキュリティ」「機密文書処理」「情報漏洩対策」等の記載がある企業

オフィスサービス 6,788 「文具用品」「事務用品」「業務代行」「業務支援」「オフィス環境改善」の記載がある企業

働き方改革 1,343
「テレワーク支援」「RPAツール」「チャットボット」「社内コミュニケーション活性化」「ペー
パーレス」等の記載がある企業

省エネコンサルタント 666 その他サービス業で，ホームページに「省エネ」の記載がある企業

Webサイト制作 5,849 IT業で「Web制作」「Webデザイン」「UI・UX設計」「ホームページ制作」等の記載がある企業

ECサイト・システム構築 929
IT業で「ECサイト構築」「ECサイト制作」「通販サイト制作」「ECパッケージ開発」等の記載があ
る企業

カタログ・チラシ制作 1,146 「カタログ制作」「カタログデザイン」「チラシ制作」「DMデザイン」等の記載がある企業

動画・映像制作 6,486 「動画制作」「動画製作」「映像制作」「映像製作」の記載がある企業

アプリ開発 1,949 IT業で「アプリ開発」「アプリ制作」「アプリ製作」の記載がある企業

ロゴ・イラスト制作 2,349 「ロゴ制作」「ロゴ製作」「イラスト制作」「イラストデザイン」等の記載がある企業

顧客管理システム 638 IT業で「顧客管理システム」の記載がある企業

予約管理システム 219 IT業で「予約管理システム」の記載がある企業

アプリ開発事業者（ゲームアプリなど） 5,995 IT業で「ゲーム」「スマホ」「携帯」「パズル」等の記載がある企業

クラウドソーシング 294 IT業またはその他サービス業で「クラウドソーシング」「在宅ワーク」の記載がある企業

学校業務支援 82
「学校」「教育」と「事務支援システム」「教務システム」「校務支援システム」「デジタル採点
システム」等と「販売」「導入支援」「構築」「請負」の記載がある企業

教育　セキュリティ 2,771
「学校」「教育」と「情報セキュリティ」「情報漏洩対策」「登下校見守り」「情報モラルツー
ル」等と「販売」「導入支援」「構築」「請負」の記載がある企業

教育　ICT機器 689
「学校」「教育」と「電子黒板」「タブレットPC」「ICT機器」「書画カメラ」等と「販売」「導
入支援」「構築」の記載がある企業

教育　タブレット導入・活用 1,239 「学校」「教育」と「タブレット」と「販売」「導入支援」「構築」の記載がある企業

eラーニング 88
「学校」「教育」と「eラーニングソリューション」「LMS」「授業収録」「遠隔講義」「授業配
信」等と「販売」「導入支援」「構築」の記載がある企業

プログラミング・STEM（学びNEXT） 2,438
「学校」「教育」と「プログラミング教材」「STEM教材」「VR」「人工知能」等と「販売」「導入
支援」「構築」の記載がある企業

教材・教育コンテンツ 144
「学校」「教育」と「デジタル教科書」「デジタル教材」「教育ソフト」と「販売」「導入支援」
「構築」の記載がある企業

学校施設・サービス 9,999
「学校」「教育」と「校舎リニューアル」「教室設備」「校庭設備」「スクール用品」「学生向け
サービス」等と「販売」「導入支援」「構築」「請負」等の記載がある企業

制作・開発

教育

人事・総務・経理



アグリ生産技術 3,634
「農業」と「農業資材」「農業設備」「施設園芸資材」「農業機械」「農業支援コンサルティン
グ」等と「販売」「導入支援」「構築」「請負」等の記載がある企業

スマートアグリ技術 849
「農業」と「農業IoT」「農業ロボット技術」「ドローン」「環境制御」等と「販売」「導入支
援」「構築」「請負」の記載がある企業

農産物加工・流通技術 1,546
「農業」と「食品加工機械」「流通加工」「鮮度管理機械」「品質保持機械」「選果」等と「販
売」「導入支援」「構築」「請負」の記載がある企業

農作業負担軽減 560
「農業」と「負担軽減ツール」「農具」「農作業着」「疲労回復機器」等と「販売」「導入支援」
「構築」の記載がある企業

VegeFruPack 335
「農業」と「包装機械」「フィルム袋」「食品容器」「包装資材」と「販売」「導入支援」「構
築」の記載がある企業

土づくり 2,381
「農業」と「土壌診断」「土壌改良資材」「有機肥料」「腐葉土」「施肥設計」等と「販売」「導
入支援」「構築」「請負」の記載がある企業

農業ファッション 284
「農業」と「負担軽減ツール」「農作業着」「フェイスガード」「農作業ツール」「ファッショ
ン」「等と「販売」「導入支援」「構築」の記載がある企業

農産物ネット直販 3,676
「農業」と「ECサイト構築」「ホームページ制作」「ネット販売支援」「発送代行」等と「販売」
「導入支援」「構築」「請負」の記載がある企業

畜産資材 1,068
「畜産」と「自動給水器」「給餌」「家畜管理」等と「販売」「導入支援」「構築」「請負」の記
載がある企業

医療機器 2,104
「医療」「歯科」「介護」等と「治療器」「採血用器具」「内視鏡」「透析器」「超音波装置」等
と「販売」「導入支援」「構築」の記載がある企業

院内設備 3,166
「医療」「歯科」「介護」等と「病棟用備品」「手術台」「診察台」「医療カート」等と「販売」
「導入支援」「構築」の記載がある企業

滅菌、衛生用品 805
「医療」「歯科」「介護」等と「院内清掃サービス」「滅菌設備」「クリーンルーム」「予防衣」
等と「販売」「導入支援」「構築」の記載がある企業

ヘルスケア機器 364
「医療」「歯科」「介護」等と「生体計測機器」「活動量計」「血圧計」「メディカルフィットネ
ス機器」「トレーニング評価測定器」等と「販売」「導入支援」「構築」の記載がある企業

防災 817
「医療」「歯科」「介護」等と「免震システム」「ガラス飛散防止フィルム」「備蓄品」「安否確
認システム」「仮設トイレ」等と「販売」「導入支援」「構築」の記載がある企業

病院向けサービス 1,061
「医療」「歯科」「介護」等と「採用支援」「人材派遣サービス」「医療経営コンサルティング」
「給食サービス」「省エネ節電コンサルティング」等と「販売」「導入支援」「構築」「請負」等
の記載がある企業

セキュリティ 1,066
「医療」「歯科」「介護」等と「監視カメラ」「生体認証」「セキュリティゲート」「機密文書保
管サービス」「ネットワークセキュリティ」等と「販売」「導入支援」「構築」「請負」の記載が
ある企業

医療用ロボット 443
「医療」「歯科」「介護」等と「手術支援ロボット」「４D プリンタ」「入浴支援ロボット」「排
泄支援ロボット」等と「販売」「導入支援」「構築」の記載がある企業

再生医療 2,540
「医療」「歯科」「介護」等と「培地」「血清」「「再生医療」「人工軟骨」「人工皮膚」等と
「販売」「導入支援」「構築」「請負」の記載がある企業

臨床試験 776 「臨床試験」「病理組織検査」「細胞検査」「血液学的検査」等の記載がある企業

建材 11,119 建設業または小売・卸売業で，「床材」「屋根材」「断熱材」「装飾建材」等の記載がある企業

住宅設備 19,704 建設業で「住宅設備」「水回り設備」「空調」「エクステリア」の記載がある企業

スマートビルディング 1,408
建設業で「スマートビル」「全館防災」「システムウインド」「ビル管理支援」「IoT対応」等の
記載がある企業

スマート住宅 2,657
建設業で「IoT対応」「スマート照明」「住宅用太陽光発電」「スマート家電」「在宅介護」等の
記載がある企業

リノベーション・リフォーム 39,557
建設業で「リノベーション」「リニューアル」「コンバージョン」「リフォーム」の記載がある企
業

省エネ・節電 16,143 建設業で「省エネ」「節電」「空調設備」「遮熱」「エネルギー管理」等の記載がある企業

都市開発 401 建設業で「都市開発」の記載がある企業

再開発 399 建設業で「再開発」の記載がある企業

耐震 10,328 建設業で「耐震」「免震」の記載がある企業

バリアフリー 3,044 建設業で「バリアフリー」の記載がある企業

工務店支援 124
建設業で「建設業向け」「工務店向け」等と「構造計算」「CAD」「住宅用プレゼン」「顧客管
理」「現場管理」等の記載がある企業

スマートエネルギー 7,137
建設業で「太陽光発電」「ソーラーカーポート」「バッテリーマネジメント」「電力貯蔵」等の記
載がある企業

インテリアデザイン・インテリアコーディネーター9,113 「インテリアデザイン」「インテリアコーディネーター」の記載がある企業

キャッシュレス決済導入支援 1,467
「スマホ決済」「電子マネー」「QR決済」「クレジットカード」「キャッシュレス」等と「導入支
援」「構築」「請負」の記載がある企業

AI・ロボット 19,480 「AI」「ロボット」「RPA」「自動運転」「人工知能」の記載がある企業

アクティブシニア向けサービス 1,119 「高齢者向け」「シニア向け電子」等と「ツアー」「スポーツ」「活動」の記載がある企業

サイバーセキュリティ 1,498 「サイバーセキュリティ」「Webセキュリティ」「サイバー攻撃」の記載がある企業

テレワーク製品・サービス提供企業 4,613
「テレワーク」「モバイルワーク」「サテライトオフィス」「在宅勤務」「職場外就業」等の記載
がある企業

シェアオフィス 613 「スペース」「オフィス」「会議室」と「シェア」が近い距離に記載のある企業

シェアライド 230 「駐車場」「カー」「サイクル」「ライド」と「シェア」が近い距離に記載のある企業

IoT 4,610 「IoT」と「サービス」「導入支援」「構築」「組み込み」等の記載がある企業

不動産サービス 65,160 「不動産業」「不動産屋」「不動産売買」「不動産仲介」等の記載がある企業

ブライダルサービス 5,982 「結婚式」「ウェディング」「ブライダル事業」「ウエディングプランナー」の記載がある企業

葬儀・終活サービス 3,585 「葬儀式場」「葬儀会場」「葬儀場」「家族葬」等の記載がある企業

リサイクル・廃棄物処理 24,259
「廃棄物」「ゴミ」と「処理」「運搬」が近い距離に記載のある企業か，「廃棄物」と「リサイク
ル」がある企業

自動車修理 3,424 その他サービス業で「自動車修理」「外車修理」「自動車整備」「車検」等の記載がある企業

トレンド

その他サービス

農業

医療

建設、建築


