
FITCO法人会員企業一覧 2020/05/19 時点

No 社名・団体名 URL 業種
1 有限会社アイ・ティ・ファクトリー www.it-factory.jp/ 製造業
2 株式会社アイアクト www.iact.co.jp 情報通信業
3 株式会社アイエンター i-enter.co.jp 情報通信業
4 アイクォーク株式会社 http://www.iquark.co.jp/ 学術研究，専門・技術サービス業
5 株式会社IT企画 www.advanced-it.co.jp/ 情報通信業
6 株式会社IDCフロンティア www.idcf.jp/ 情報通信業
7 アイテレス株式会社 iteles.co.jp 情報通信業
8 株式会社アイフォーカス https://www.i-focus.co.jp/ 情報通信業
9 株式会社アイフロント www.aifront.co.jp/ 情報通信業
10 アイマックエンジニアリング株式会社 http://www.imac-eng.co.jp 複合サービス事業
11 株式会社アクシオ www.axio.co.jp/ 情報通信業
12 朝倉盛上隊 無し 分類不能の産業
13 株式会社アサヒファシリティズ九州支店 asahifm.com/ 不動産業，物品賃貸業
14 アジアクエスト株式会社福岡オフィス www.asia-quest.jp/ 情報通信業
15 麻生教育サービス株式会社 www.aso-education.co.jp/ 教育，学習支援業
16 麻生情報ビジネス専門学校 www.asojuku.ac.jp/ 教育，学習支援業
17 アドソル日進株式会社 www.adniss.jp/ 情報通信業
18 アドバンス国際特許事務所 http://www.advance-pat.jp/ 学術研究，専門・技術サービス業
19 株式会社アドバンスド・デジタル・テクノロジー adtco.biz/ 製造業
20 株式会社アドバンスト・メディア www.advanced-media.co.jp 情報通信業
21 株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン www.a-i-d.co.jp/ 情報通信業
22 アナログ・デバイセズ株式会社 www.analog.com/jp 製造業
23 アプライド株式会社 http://www.applied-g.jp/ 卸売業，小売業
24 有限会社あまくさ藍ネット pcsv.jp/ 卸売業，小売業
25 アムニモ株式会社 https://amnimo.com/#/market-place-2情報通信業
26 アライドテレシス株式会社 www.allied-telesis.co.jp/index.html 製造業
27 株式会社AliveCast www.alivecast.co.jp/ 情報通信業
28 株式会社アルティマ www.alt.macnica.co.jp 製造業
29 アルプス電気株式会社 www.alps.com/j/ 製造業
30 株式会社アングル www.ang-f.co.jp 情報通信業
31 andfactory株式会社 andfactory.co.jp/ 情報通信業
32 アンリミ株式会社 https://www.unlimit-ed.co.jp/ 情報通信業
33 EまちICT株式会社 emachi-group.jp/e-machiict/ サービス業（他に分類されないもの）
34 株式会社伊藤園 www.itoen.co.jp 製造業
35 株式会社イノス www.inos.co.jp 情報通信業
36 株式会社イノベーター・ジャパン www.innovator.jp.net/ 学術研究，専門・技術サービス業
37 株式会社インターエナジー www.interenergy.jp 製造業
38 株式会社インターネットイニシアティブ www.iij.ad.jp/ 情報通信業
39 株式会社IndyGo www.indygo.co.jp 製造業
40 IntelligenceDesign株式会社 www.i-d.ai 情報通信業
41 株式会社インフォグラム www.infogram.co.jp 情報通信業
42 株式会社インフォコム西日本 www.infocom-west.co.jp/ 情報通信業
43 株式会社インフォセンス www.info-sense.co.jp 情報通信業
44 ウィットシステムズ株式会社 www.witsys.co.jp 情報通信業
45 株式会社WillSmart willsmart.co.jp/ 情報通信業
46 株式会社Will Smart https://willsmart.co.jp/ 情報通信業
47 株式会社ウェーブフロント www.wavefront.co.jp/ 情報通信業
48 株式会社ウッドクラフト woodcraft-f.com/ 建設業
49 株式会社unerry www.unerry.co.jp 情報通信業
50 HK 卸売業，小売業
51 エイリツ電子産業株式会社 www.eiritu.co.jp 製造業
52 株式会社AIプロジェクト www.ai-p.co.jp/ 情報通信業
53 エクイニクス・テクノロジー・サービス www.equinix.co.jp/ 情報通信業
54 ＳＣＳＫ九州株式会社 www.scsk-kyushu.co.jp/ 情報通信業
55 株式会社エステック www.es-tec.jp/ 建設業
56 株式会社エストラスト www.strust.co.jp/ 不動産業，物品賃貸業
57 エッジコンサルティング株式会社 https://www.edge-consulting.jp/# 複合サービス事業
58 NECソリューションイノベータ株式会社九州支社 https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/情報通信業
59 エヌエスティグローバリスト株式会社 www.nstg.co.jp/ 情報通信業
60 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ九州 www.nttdata-kyushu.co.jp/ 情報通信業
61 株式会社NTTドコモ www.nttdocomo.co.jp/ 情報通信業
62 株式会社エフェクト www.effect-effect.com/ 情報通信業



63 株式会社ＦＣＣテクノ www.fcctech.co.jp 情報通信業
64 株式会社エフスタジオ www.fstudio.co.jp/ 情報通信業
65 FPTジャパン株式会社福岡営業所 www.fpt-software.com 情報通信業
66 FVenturesLLP有限責任事業組合 f-ventures.vc 金融業，保険業
67 エレコム株式会社 www.elecom.co.jp/ 情報通信業
68 エンリンクス・パートナーズ合同会社 www.enlinxpartners.com サービス業（他に分類されないもの）
69 大井電気株式会社 www.ooi.co.jp 製造業
70 有限会社オーエスシー 情報通信業
71 株式会社大賀薬局 www.ohga-ph.com/ 卸売業，小売業
72 株式会社オートバックスセブン www.autobacs.co.jp/ 卸売業，小売業
73 株式会社オートメイション・テクノロジー www.inf9.co.jp/ 情報通信業
74 株式会社オープンストリーム www.opst.co.jp/ 情報通信業
75 沖電気工業株式会社 www.oki.com/jp/ 製造業
76 株式会社otta www.otta.me 情報通信業
77 株式会社オネスト九州 www.honest.co.jp/ 情報通信業
78 株式会社オリズン www.horizon-so.jp/ 情報通信業
79 オレンジ株式会社 情報通信業
80 オングリット株式会社 https://www.on-grit.com/ サービス業（他に分類されないもの）
81 株式会社ガイアックス www.gaiax.co.jp/ 情報通信業
82 楽研株式会社 http://gakuken.tokyo 医療，福祉
83 株式会社カシオペア 情報通信業
84 株式会社カスタネット www.custa-net.co.jp 情報通信業
85 株式会社Cadenza先端技術研究所 cadenza-lab.com 情報通信業
86 株式会社カナデンブレイン九州営業所 www.kanadenbrain.co.jp 情報通信業
87 兼松株式会社 www.kanematsu.co.jp/ 卸売業，小売業
88 株式会社カムラック www.comeluck.jp/ 情報通信業
89 カラクリワークス株式会社 www.caracri-works.com/ サービス業（他に分類されないもの）
90 株式会社企画総合研究所 kikakusouken.co.jp/ 情報通信業
91 技巧創研株式会社 製造業
92 KidsCodeClub kidscodeclub.jp/ 教育，学習支援業
93 きびだんご株式会社 www.kibidango.com 情報通信業
94 株式会社CANDYLINE www.candy-line.io 情報通信業
95 一般社団法人救急医療・災害対応無人機等自動支援システム活用推進協議会(略称EDAC)www.edac.jp/ 分類不能の産業
96 有限会社九州イシズシステム www.kis-soft.net/ 情報通信業
97 九州組込みフォーラム www.legato-dc.co.jp/qsforum.html 分類不能の産業
98 九州シー・アンド・シーシステムズ株式会社 www.qccs.co.jp/ 情報通信業
99 株式会社九州ソフタス www.kyushu-softas.co.jp 情報通信業
100 九州大学共進化社会システム創成拠点 coi.kyushu-u.ac.jp 分類不能の産業
101 九州通信ネットワーク株式会社 www.qtnet.co.jp/ 情報通信業
102 九州電力株式会社 www.kyuden.co.jp 電気・ガス・熱供給・水道業
103 株式会社九州日立システムズ www.kyushu-hitachi-systems.co.jp/ 情報通信業
104 株式会社九電工 www.kyudenko.co.jp/ 建設業
105 九電テクノシステムズ株式会社 www.q-tecno.co.jp/ 製造業
106 九電ビジネスソリューションズ株式会社 www.qdenbs.com/ 情報通信業
107 株式会社キューヘン www.kyuhen.jp/ 製造業
108 クオリアーク・テクノロジー・ソリューションズ株式会社 www.qualiarc.com/ 情報通信業
109 一般社団法人組込みシステム技術協会 www.jasa.or.jp/ 情報通信業
110 クラウドエース株式会社 https://www.cloud-ace.jp/ 情報通信業
111 株式会社クリアースペースデザイン www.csd-j.com 製造業
112 クリーンアップ株式会社 www.bio-cleanup.jp/ サービス業（他に分類されないもの）
113 株式会社グリーンエキスパート www.greenexpert.co.jp/ 情報通信業
114 クレスコ九州株式会社 www.cresco-k.jp 情報通信業
115 株式会社グローバルギア global-gear.jp/ 情報通信業
116 株式会社グローバル・システム・クリエイト www.gsc.co.jp 情報通信業
117 株式会社CROSSFM www.crossfm.co.jp/ 分類不能の産業
118 株式会社KIS www.kis.co.jp/ 情報通信業
119 株式会社KSK九州 www.ksk-kyushu.co.jp/ 情報通信業
120 株式会社コア www.core.co.jp 情報通信業
121 株式会社構造計画研究所 www.kke.co.jp 情報通信業
122 光陽無線株式会社 musen.com/ 情報通信業
123 株式会社コードキュー www.code-q.jp 情報通信業
124 株式会社GOOYA www.gooya.co.jp 情報通信業
125 合同会社顧客の声活用社 k-koe.co.jp 情報通信業
126 コネクシオ株式会社 conexio-m2m.jp/ 卸売業，小売業



127 株式会社コミクリ www.comcre.co.jp 情報通信業
128 ComPowerinc./地域エネルギー株式会社 amii.compower.jp 情報通信業
129 西部ガス情報システム株式会社 www.sgis.co.jp/ 情報通信業
130 さくらインターネット株式会社 www.sakura.ad.jp/corporate/ 情報通信業
131 株式会社サンエンジニアリング www.sun-e.co.jp 情報通信業
132 サン情報サービス株式会社 http://www.sisco.co.jp/ 情報通信業
133 株式会社サン電工社 www.sandenko.co.jp/ 建設業
134 サンビット株式会社 www.sunbit.co.jp 情報通信業
135 株式会社三松 www.sanmatsu.com/ 製造業
136 三和通信工業株式会社 www.sanwacom.co.jp/ 情報通信業
137 CIInc. www.ci-inc.co.jp 情報通信業
138 株式会社シーエス研究所 cslab.skr.jp/ 製造業
139 シールドソフト株式会社 www.shieldsoft.co.jp/ 情報通信業
140 JA三井リース株式会社 www.jamitsuilease.co.jp/ 金融業，保険業
141 ジェイエムテクノロジー株式会社 www.jmtech.co.jp 情報通信業
142 株式会社Gentil gentil.main.jp/ 情報通信業
143 福岡事業構想大学院 www.mpd.ac.jp/fukuoka/ 教育，学習支援業
144 株式会社システック www.sistec1.com 卸売業，小売業
145 株式会社システムオーディット www.system-audit.co.jp 情報通信業
146 株式会社システム・ジェイディー www.system-jd.co.jp/ 製造業
147 株式会社システムフォレスト www.systemforest.com/ 情報通信業
148 株式会社シティアスコム www.city.co.jp 情報通信業
149 株式会社ジャステック www.jastec.co.jp/ 情報通信業
150 株式会社シュハリシステム www.shuharisystem.com/ 学術研究，専門・技術サービス業
151 株式会社Jollystics www.jollystics.com/ 情報通信業
152 株式会社シンクレッジ thinkledge.jp 情報通信業
153 株式会社スカイコム https://www.skycom.jp/ 情報通信業
154 株式会社スカイディスク skydisc.jp/ 製造業
155 株式会社スクラムソフトウェア www.scrum-software.com 情報通信業
156 株式会社スターラップ・テクノロジー stirrup-technology.hp.gogo.jp/pc /index.html学術研究，専門・技術サービス業
157 株式会社スポーツセンシング www.sports-sensing.com/ 製造業
158 住友商事九州株式会社 www.sumitomocorp-kyushu.co.jp/ 卸売業，小売業
159 株式会社スモールステップ small-step.jp 情報通信業
160 正興ＩＴソリューション株式会社 www.seiko-itsolution.co.jp 情報通信業
161 株式会社正興電機製作所 www.seiko-denki.co.jp/ 製造業
162 西部環境査株式会社 http://www.serc.jp/ 分類不能の産業
163 西部電気工業株式会社 www.seibu-denki.co.jp 情報通信業
164 株式会社CenterQ centerq.net/ 製造業
165 一般社団法人 先端ポリテクニック人材育成推進協議会 http://propolys.jp/ 教育，学習支援業
166 株式会社ゼンリン www.zenrin.co.jp 情報通信業
167 双日株式会社 www.sojitz.com/jp/ 卸売業，小売業
168 双日九州株式会社 www.sojitz-kyushu.com/ 卸売業，小売業
169 創ネット株式会社 www.Sonet.ne.jp 学術研究，専門・技術サービス業
170 株式会社ソフツー www.softsu.co.jp 情報通信業
171 株式会社ソフトウェーブプロ www.swap.co.jp 情報通信業
172 株式会社ソフトエイジェンシー www.softagency.co.jp/ 情報通信業
173 株式会社ソフトサービス www.soft-service.co.jp/ 情報通信業
174 ソフトバンク株式会社 www.softbank.jp/ 情報通信業
175 ソフトバンク・テクノロジー株式会社 www.softbanktech.co.jp/ 情報通信業
176 株式会社ソフトプラネット www.softplanet.co.jp 情報通信業
177 株式会社ソルネット www.solnet-dot.com 情報通信業
178 株式会社タグワン www.tagone.co.jp 情報通信業
179 株式会社TANAKA tanaka.fish サービス業（他に分類されないもの）
180 株式会社チームAIBOD www.aibod.com 情報通信業
181 知的財産綜合事務所ＮＥＸＰＡＴ www.nexpat.jp/ 学術研究，専門・技術サービス業
182 株式会社DXパートナーズ www.dxpartners.co.jp 情報通信業
183 株式会社DTSインサイト www.dts-insight.co.jp/ 情報通信業
184 株式会社D4cアカデミー d4c-academy.org/ 教育，学習支援業
185 データキューブ株式会社 www.datacube.co.jp/ 情報通信業
186 株式会社データテクノロジーラボ www.datatech-lab.com/ サービス業（他に分類されないもの）
187 有限会社データバス www.databus.co.jp 情報通信業
188 株式会社デジオン www.digion.com/ 情報通信業
189 株式会社電算 https://www.densan-ginza.co.jp/ 医療，福祉
190 有限会社デンシン・ソフトウェア www.denshin-software.co.jp/ 情報通信業



191 株式会社電盛社 www.densei.co.jp 情報通信業
192 株式会社電脳企画 www.dpc-net.co.jp 情報通信業
193 株式会社電波新聞社 dempa.co.jp 複合サービス事業
194 東京エレクトロンデバイス株式会社 https://www.teldevice.co.jp/ 卸売業，小売業
195 東端吉夫ブランド研究所 z-collection.jimdo.com/ 教育，学習支援業
196 有限会社トーワテック www.towatec.com/ 情報通信業
197 凸版印刷株式会社九州事業部 www.toppan.co.jp/ 製造業
198 トラストパーク株式会社 www.trustpark.co.jp/ サービス業（他に分類されないもの）
199 株式会社トレード www.tfb.co.jp 不動産業，物品賃貸業
200 株式会社ナイス www.naiscorp.co.jp/ 情報通信業
201 ⾧瀬産業株式会社 https://www.nagase.co.jp/ 卸売業，小売業
202 株式会社ナテック 福岡営業所 https://www.natec-japan.co.jp/ 製造業
203 株式会社Nayuta nayuta.co 情報通信業
204 株式会社ニーズコーポレーション www.realestate-neez.com/ 不動産業，物品賃貸業
205 西日本電信電話株式会社 www.ntt-west.co.jp/ 情報通信業
206 西日本ビジネス印刷株式会社 www.n-global.co.jp 製造業
207 ニシム電子工業株式会社 www.nishimu.co.jp/ 製造業
208 日商エレクトロニクス株式会社 www.nissho-ele.co.jp 情報通信業
209 株式会社日新システムズ www.co-nss.co.jp 情報通信業
210 日精株式会社 https://www.nissei.co.jp/ 建設業
211 株式会社ニッセイコム www.nisseicom.co.jp 情報通信業
212 日本システムウエア株式会社 www.nsw.co.jp/ 情報通信業
213 日本アイ･ビー･エム株式会社 www.ibm.com/jp 情報通信業
214 一般社団法人日本安全安心ICT化協会 dnk-company.com 金融業，保険業
215 株式会社日本インテックシステム www.intecsys.co.jp 情報通信業
216 日本コムクエスト・ベンチャーズ合同会社 www.comquestventures.com/ 学術研究，専門・技術サービス業
217 日本システムスタディ株式会社 www.nss-net.co.jp 情報通信業
218 日本電気通信システム株式会社 www.ncos.co.jp/index.html 情報通信業
219 日本電算システム株式会社 www.nds-w.co.jp/ 情報通信業
220 日本ハウジング株式会社 www.nihonhousing.co.jp 建設業
221 日本無線株式会社 www.jrc.co.jp 製造業
222 ニワカソフト株式会社 niwakasoft.jp/ 情報通信業
223 株式会社ネオキャリア BPO事業部  BPO福岡センター 無し 複合サービス事業
224 NEXTINDUSTRYASIACo.,Ltd. nextindustry.asia/ 情報通信業
225 NEXTBIZPARTNERS株式会社 学術研究，専門・技術サービス業
226 株式会社ネストエッグ milletool.com/ 卸売業，小売業
227 株式会社ネットワーク応用技術研究所 www.nalab.jp 情報通信業
228 ネットワンシステムズ株式会社 www.netone.co.jp/ 情報通信業
229 株式会社ノムラ http://www.kknomura.com/ 卸売業，小売業
230 パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社 https://www.persol-pt.co.jp/ 情報通信業
231 株式会社ハートソフトウェア www.heartsoftware.com/ 情報通信業
232 公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 www.hyper.or.jp/ 学術研究，専門・技術サービス業
233 株式会社パソナテック www.pasonatech.co.jp/corp_info/ov/index.jsp情報通信業
234 パナソニックシステムデザイン株式会社 panasonic.co.jp/cns/psd/ 情報通信業
235 株式会社ピーエムエティー www.pm-t.com/index.html 製造業
236 株式会社ＢＣＣ www.bcc-net.co.jp/ 情報通信業
237 ピーシーステーション博多 pcsv.jp/ 情報通信業
238 PTCジャパン株式会社 www.ptc-jp.com/ 情報通信業
239 株式会社日立製作所九州支社 www.hitachi.co.jp/area/kyushu/group/branch/index.html製造業
240 株式会社ビットサーフ www.bit-surf.jp/ 情報通信業
241 日之出水道機器株式会社 www.hinodesuido.co.jp 製造業
242 株式会社ヒューマンテクノシステム www.kkhts.com 情報通信業
243 株式会社Filot filot.co.jp/ 情報通信業
244 株式会社ブイキューブ jp.vcube.com/ 情報通信業
245 風船部 分類不能の産業
246 株式会社Photosynth（フォトシンス） https://photosynth.co.jp/ 情報通信業
247 福岡エレコン交流会 www5.aspland.ne.jp/elecom/ 分類不能の産業
248 福岡商工会議所 www.fukunet.or.jp/ 分類不能の産業
249 株式会社福岡情報ビジネスセンター www.fbicenter.co.jp/ 情報通信業
250 株式会社福岡ソフトリサーチパーク www.fukuoka-srp.co.jp/ 不動産業，物品賃貸業
251 福岡大学工学部電子情報工学科 w3.tl.fukuoka-u.ac.jp 教育，学習支援業
252 福岡デザイン＆テクノロジー専門学校 https://www.fca.ac.jp/ 教育，学習支援業
253 株式会社福住 www.fukuju.co.jp 不動産業，物品賃貸業
254 株式会社フジクラ www.fujikura.co.jp/ 製造業



255 株式会社Fusic fusic.co.jp/ 情報通信業
256 株式会社ブライトシステム www.bright-sys.co.jp/ 情報通信業
257 株式会社プラシャル http://inc.plucial.com/ 情報通信業
258 株式会社プラスアシスト www.plus-assist.co.jp 情報通信業
259 株式会社プリンシプル principle2007.co.jp 情報通信業
260 株式会社Braveridge www.braveridge.com/ 製造業
261 株式会社ブロード・スタッフ www.broad-staff.co.jp サービス業（他に分類されないもの）
262 フロンティアビジョン株式会社 www.fvs-net.co.jp 情報通信業
263 ベル・データ株式会社 www.belldata.com/ 情報通信業
264 株式会社ペンシル https://www.pencil.co.jp/ 情報通信業
265 ホーリー・アンド・カンパニー株式会社 www.holly-linux.com/ 情報通信業
266 合同会社ポテンシャルテクノロジー www.potential-tec.com 製造業
267 ヴォルフィ株式会社 無し 情報通信業
268 株式会社マクニカ www.macnica.co.jp 製造業
269 株式会社豆蔵 www.mamezou.com/ 情報通信業
270 MAMORIO株式会社 company.mamorio.jp/ 情報通信業
271 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 www.murc.jp/ 学術研究，専門・技術サービス業
272 ミツフジ株式会社 www.mitsufuji.co.jp/ 製造業
273 株式会社南日本情報処理センター www.kk-mic.jp/ 情報通信業
274 株式会社ミライト www.mrt.mirait.co.jp/ 建設業
275 株式会社MoonWalk moonwalk.jp サービス業（他に分類されないもの）
276 ＭｅｃｈａＴｒａｃｋｓ株式会社 www.mechatrax.com/ 製造業
277 株式会社メック www.mecc.co.jp/ 製造業
278 株式会社モビテック www.mobitec.co.jp/ 学術研究，専門・技術サービス業
279 モリタインテリア工業株式会社 www.moritanet.com 製造業
280 安川情報システム株式会社 www.ysknet.co.jp/ 情報通信業
281 株式会社U・T・エンジニアリング www.ut-e.jp/ 建設業
282 株式会社ユキシオ UXIOT.co.jp 情報通信業
283 有限責任監査法人トーマツ www.nishimu.co.jp/ 学術研究，専門・技術サービス業
284 ユニアデックス株式会社 www.uniadex.co.jp/ 情報通信業
285 ユニアデックス株式会社九州支店 www.uniadex.co.jp/company/profile.html情報通信業
286 ユニティ・ソフト株式会社 www.g-unity.jp/ 情報通信業
287 株式会社ユビキタス www.ubiquitous.co.jp 情報通信業
288 株式会社ライフ・インフォメーション・プロジェクト www.tobe-lip.co.jp 情報通信業
289 LIFE-S株式会社 分類不能の産業
290 株式会社Lafla www.lafla.co.jp 情報通信業
291 株式会社リーンシステム www.lean-system.co.jp 情報通信業
292 株式会社リサーチアンドソリューション www.rands-co.com/ 情報通信業
293 株式会社リンクジャパン linkjapan.co.jp 複合サービス事業
294 株式会社リンクレア www.lincrea.co.jp/jp/ 情報通信業
295 株式会社ルックス www.looks-office.co.jp 情報通信業
296 レッドハット株式会社 www.redhat.com/ja/global/japan 情報通信業
297 ロジカル・アーツ株式会社 https://www.logical.co.jp/ 情報通信業
298 株式会社ロジカルプロダクト www.lp-d.co.jp 製造業
299 株式会社ロジック・リサーチ www.logic-research.co.jp 製造業
300 株式会社ロバストプラン robustplan.com/ 学術研究，専門・技術サービス業
301 株式会社YSK e-com https://www.ysk.co.jp 情報通信業
302 学校法人渡邉学園専門学校コンピュータ教育学院 www.ckg.ac.jp/ 教育，学習支援業
303 渡辺鉄工株式会社 www.watanabe1886.com/ 製造業


