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1 APPLE
米国

USA

Appleは1984年にMacintoshを登場させ、パーソナルテクノロジーに革命を起こしました。今日Apple

は、iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TVにより世界のイノベーションを牽引しています。

Appleの5つのソフトウェアプラットフォーム──iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS──はすべ

てのApple製品でシームレスな体験を提供するとともに、App Store、Apple Music、Apple Pay、

iCloudといった画期的なサービスで人々の可能性を拡げています。Appleの10万人以上の社員は世界で

最も素晴らしい製品を創り出すこと、そして自分たちが生まれてきた世界をさらに良いものとして次世

代へ残すことに邁進しています。

Apple revolutionized personal technology with the introduction of the Macintosh in 1984. Today,

Apple leads the world in innovation with the iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, and Apple TV.

Apple's 100,000+ employees are committed to creating the world's most amazing products and

to making the world a better place where they were born. and to leave the world in which we

were born even better for generations to come.

電子、IT、コ

ンテント&

サービス

Consumer,

IT, Contents

& Services

その他 / Other

2 Apptio K.K.
米国

USA

Apptio は、信頼できる実用的なインサイトを提供し、テクノロジーへの投資決定をより良いビジネス成

果につなげます。フォーチュン100社の60%以上の企業が、ITポートフォリオ全体とそれ以外の支出を

管理するためにApptioを信頼しており、イノベーションの実現に集中できるようにしています。米国、

欧州、アジア、オセアニアの都市を含む世界17拠点に約1,000名の従業員を擁しています。日本支社

は、すべての主要な機能で成長を続けています。マーケティング、セールス、プリセールスコンサル

ティング、プロフェッショナルサービス、カスタマーサクセスのすべての主要部門で成長しており、IT

およびファイナンスのエグゼクティブが直面する課題の解決に情熱を持って取り組んでいただける方と

の出会いを求めています。

Apptio gives organizations the power of trusted, actionable insights to connect their technology

investment decisions to drive better business outcomes. More than 60 percent of Fortune 100

enterprises trust Apptio to manage to spend across the entire IT portfolio and beyond, so they

can focus on delivering innovation. The company has approximately 1,000 employees in 17

locations worldwide, including cities in the United States, Europe, Asia, and Oceania. Our Japan

office is growing in all key functions: Marketing, Sales, Presales Consulting, Professional

Services and Customer Success, and we are interested in meeting with people who are

passionate about solving the ch                                          

Pending

Apptio is an

enterprise

SaaS

company

that helps

Finance and

IT transform

the IT

operating

model.

情報通信業 /

Information

Communicatio

n

3
Atlas Copco

KK

スウェーデン

Sweden

アトラスコプコはスウェーデンに本拠を置き、149年の実績を持つ、180ヶ国以上へ事業展開する世界規

模の産業機械企業グループです。事業エリアは、コンプレッサー、産業機器、真空機器、建設機械、と

なります。当社の特徴としては、マルチブランドをあらゆる販売チャネルを通して、製品とサービスを

提供しております。

Atlas Copco is a global industrial group based in Sweden with 149 years of experience and

operations in more than 180 countries. Our business areas are compressors, industrial

equipment, vacuum equipment, and construction equipment. We are characterized by our

multi-brand offering of products and services through all sales channels.

輸入機械販売

（自社製品）

Imported

machine

sales (in-

house

products)

製造業 /

Manufacturing

4 B&R K.K.
オーストリア

Austria

B&Rは1979年に欧州オーストリアに創設された自動制御機器メーカーです。2017年からは産業用ロ

ボットで世界トップレベルのABB社（スイス拠点の多国籍重電企業）の傘下となり、同社ロボティクス

＆オートメーション部門の一員です。ベンチャー気質の日本オフィスですが、ABBという経営基盤が

しっかりとした母体をもっていることが当社の強みでもあります。日本では、主に日系の機械・装置

メーカーを顧客とし、食品、医薬、プラスチックや金属業界など幅広い産業のオートメーションに携

わっています。

B&R is a manufacturer of automatic control equipment founded in 1979 in Austria, Europe, and

since 2017 has been part of ABB (a multinational heavy electrical machinery company based in

Switzerland), the world's leading manufacturer of industrial robots, and a member of their

Robotics & Automation division. Although our Japanese office is a venture business, our

strength lies in the fact that we have a parent company, ABB, which has a solid management

foundation. In Japan, our customers are mainly Japanese machinery and equipment

manufacturers, and we are involved in automation for a wide range of industries, including the

自動制御機器

の輸入販売、

アプリケー

ション開発、

サポート・研

修の提供

Factory

automation

solution

provider,

maker of

automation

technology

(controller,

motor, PC,

etc.)

製造業 /

Manufacturing

https://www.apple.com/jp/
http://www.apptio.com/
https://www.atlascopco.com/ja-jp
https://www.atlascopco.com/ja-jp
https://www.br-automation.com/ja/
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5 Caterpillar
米国

USA

建設機械業界では売上高No1！現在、全世界で約400万台を超えるCAT製品が稼働中。

Caterpillarの世界販売台数の1/3は日本で開発した製品です。

特に明石事業所は、Caterpillarの油圧ショベルビジネスをリードする、世界で唯一の拠点です。日本に

いながらグローバルな視点で物事を考えることができるのは当社の大きな魅力の一つです。

No. 1 in sales in the construction equipment industry! Over 4 million CAT products are currently

in operation worldwide.

1/3 of Caterpillar's global sales are products developed in Japan.

In particular, Akashi Works is the only base in the world that leads Caterpillar's hydraulic

excavator business. One of the great attractions of our company is that we can think about

things from a global perspective even though we are in Japan.

油圧ショベル

等、建設機械

の開発・製造

を行ってお

り、CATブラ

ンドの建設機

械は世界トッ

プシェアです

We are the

world's

leading

construction

manufacture

r. CAT

products

have the top

share in the

world.

製造業 /

Manufacturing

6

cbs Corporate

Business

Solutions

Japan KK

ドイツ

Germany

cbsは、ハイデルベルクの本社を拠点に850名以上の従業員を擁しています。また、シンガポール、クア

ラルンプール（マレーシア）、東京（日本）にあるオフィスでは、70名のcbsチームメンバーがアジアの

お客様を担当しています。その他の海外拠点や強力なパートナー・ネットワークと協力し、cbsは世界中

で大規模なプロジェクトや顧客志向のソリューションを成功させています。

プロセス コンサルタント、SAPスペシャリストとして、世界中の国際企業や隠れたチャンピオンを総合

的にサポートします。独自のエンドツーエンドのビジネス変革ポートフォリオ、SELECTIVE S/4HANA

移行、標準ソフトウェアSAP S/4HANA®専用cbs Enterprise Transformer® により、未来のONE

Digital Enterpriseを実現します。

cbs has more than 1,100 employees based at its headquarters in Heidelberg. Situated in our

offices in Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia) and in Tokyo (Japan), 70 cbs team members

take care of our Asian clients. In collaboration with other international outposts as well as a

strong partner network, cbs implements successful large-scale projects and customer-oriented

solutions around the globe.As process consultants and SAP specialists, we provide

comprehensive support to international corporations and hidden champions worldwide. With our

unique end-to-end business transformation portfolio, SELECTIVE S/4HANA transition, and the

standard software cbs Enterprise Transformer® for SAP S/4HANA®, we are delivering the ONE

Digital Enterprise of the future.

SAPコンサル

ティング会

社。

SAP

Consulting

Firm.

Business

Processes

Premium

Consulting

for digital

transformati

ons

情報通信業 /

Information

Communicatio

n

7
Cosmax Japan

INC.

韓国

Korea

コスマックスグループは1992年に韓国で創業後、中国、アメリカなどへ進出し、2021年に日本法人を

立ち上げました。

常に正しさと向き合い、革新的な価値観を創出し、お客様に寄り添い美しさを具現化することに努めて

きました。

2021年グループ売上高は2,500億円、ヘルス＆ビューティーODM事業においてはグローバルNo.1グ

ループです。

Cosmax Group was founded in Korea in 1992, expanded into China, the United States, and

other countries, and established its Japanese subsidiary in 2021.

We have always faced correctness, created innovative values, and strived to embody beauty by

staying close to our customers.

With group sales of 250 billion yen in 2021, we are the global No. 1 group in the health and

beauty ODM business.

化粧品の製

造、販売及び

これらに関連

するサービス

商品の販売

Manufacturi

ng,sales,Cos

metics and

related

products

卸売業・小売業

/ Wholesale

and Retail

Trade

8 DuPont Group
米国

USA

デュポンは、グローバルサイエンスカンパニーとして世界約70カ国で事業を展開しています。私たち

は、卓越したテクノロジーや知見を駆使してイノベーションを創出し、産業の繁栄と人びとの生活をよ

り良くする技術・製品・サービスを提供してまいりました。主に、製造、開発、技術サービス、技術営

業等で多くの若手が活躍しています。

DuPont is a global science company with operations in approximately 70 countries. We have

created innovations by leveraging our outstanding technologies and knowledge to provide

technologies, products, and services that enhance industrial prosperity and improve people's

lives. Many young people are working for us mainly in manufacturing, development, technical

service, and technical sales.

自動車・航

空、半導体、

水処理、安全

防護、建材等

の製品の製

造、販売及び

研究開発

Manufacturi

ng, sales,

and R&D of

products

related to

automotive,

semiconduct

or, water

and

protection

製造業 /

Manufacturing

9

EL APSC GK

(Estee Lauder

Companies)

米国

USA

約150の国・地域に展開し、スキンケアやフレグランスなど高級化粧品を世界に送り出している「エス

ティ ローダーグループ」。

1967年にスタートし、現在日本国内では13ブランドを展開。一流百貨店や高級専門店などで販売し、多

くの方に愛されてきました。

そしてこの度、グループ内・世界最大のアジア初の工場が誕生。

メイドインジャパンの技術力を活かし、ハイクオリティな化粧品を世界へ送り出します。

The Estee Lauder Group, which operates in approximately 150 countries and regions, provides

luxury cosmetics, including skincare and fragrances, to the world.

Launched in 1967, the Estee Lauder Group currently operates 13 brands in Japan. The Estee

Lauder Group has been selling its products in top department stores and high-end specialty

stores, and is loved by many people.

And now, the first factory in Asia, the largest in the group and in the world, has been

established.

We will utilize the technological capabilities of Made in Japan to deliver high quality cosmetics to

the world.

化粧品、医薬

部外品および

化粧用具なら

びにこれらの

原材料の製

造、販売およ

び輸出入

Manufacturi

ng

製造業 /

Manufacturing

https://www.caterpillar.com/ja.html
https://www.cbs-consulting.com/en/about-cbs/
https://www.cbs-consulting.com/en/about-cbs/
https://www.cbs-consulting.com/en/about-cbs/
https://www.cbs-consulting.com/en/about-cbs/
https://www.cosmax.com/
https://www.cosmax.com/
https://www.elcompanies.jp/ja-jp
https://www.elcompanies.jp/ja-jp
https://www.elcompanies.jp/ja-jp
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10 Eppendorf SE
ドイツ

Germany

Eppendorfは、世界中の研究室で液体、サンプル、細胞を取り扱うための機器、消耗品、サービスを開

発、販売するライフサイエンス分野のリーディングカンパニーです。その製品には、ピペット、自動分

注システム、ディスペンサー、遠心分離機、ミキサー、分光計、DNA増幅器、超低温フリーザー、発酵

槽、バイオリアクター、CO2インキュベーター、シェーカー、細胞操作システムなどがあります。

Eppendorfは全世界で4800人以上の従業員を擁しています。

Eppendorf is a leading life science company that develops and sells instruments, consumables,

and services for liquid-, sample-, and cell handling in laboratories worldwide. Its product range

includes pipettes and automated pipetting systems, dispensers, centrifuges, mixers,

spectrometers, and DNA amplification equipment as well as ultra-low temperature freezers,

fermentors, bioreactors, CO2 incubators, shakers, and cell manipulation systems.

Eppendorfemploys more than 4800 people globally.

理化学機器の

研究開発、製

造、マーケ

ティング、販

売

R&D,

manufacturi

ng,

marketing

and sales of

scientific

instruments

その他 / Other

11

EXOTEC

NIHON Co.

Ltd.

フランス

France

EXOTECは2015年に創業したフランス工業界初のユニコーン企業で、市場評価額は20億ドルに達してい

ます。世界中に500名を超える社員がいます。

ロボット工学と物流を融合したSkypodシステムは物流倉庫の自動化や効率化を促進し、既に9か国・60

以上の大手企業の重要拠点で採用されています。

EXOTEC was founded in 2015 and is the first unicorn company in French industry with a market

valuation of $2 billion. It has over 500 employees worldwide.

The Skypod system, which combines robotics and logistics, facilitates the automation and

efficiency of logistics warehouses and has already been adopted by more than 60 major

companies in 9 countries at their key locations.

ロボット工学

を融合した物

流倉庫の自動

化、効率化を

実現する自動

搬送ロボット

Skypodシス

テムを提供

The Skypod,

Automated

transfer

robot to

automate

and improve

the

efficiency of

logistics

warehouses.

製造業 /

Manufacturing

12

FUKUI

MEGANE

INDUSTRY

Co.，Ltd

イタリア・フ

ランス

Italy, France

エシロール・ルックスオティカはアイウェア業界のリーダーとして、アイウェアを設計、製造から販売

までトータルに手掛けています。その範囲はレイバン、オークリー、オリバーピープルズ、アランミク

リなどの独自ブランドだけでなく、ファッション業界の一流企業からライセンスを受けたトップブラン

ドまで幅広く取り扱っています。

As a leader in the eyewear industry, Essilor Luxottica is totally involved in eyewear from design,

manufacturing to distribution. Its range includes not only its own brands such as Ray-Ban,

Oakley, Oliver Peoples, and Alain Mikli, but also top brands licensed from leading companies in

the fashion industry.

ファッショ

ン、ラグジュ

アリー、ス

ポーツ等のア

イウェアをデ

ザイン・設

計、製造

Design,

manufacture

and

distribution

of fashion,

luxury and

sports

eyewear

製造業 /

Manufacturing

13

HIWIN

CORPORATIO

N

台湾

Taiwan

当社は、世界トップクラスのシェアを誇る直動製品メーカーHIWIN TECHNOLOGIES CORP.（上銀科

技）の日本法人です。グローバル本社は台湾・台中。全体の従業員6500名を擁します。工作機械に不可

欠なリニアモータ、ボールねじ、リニアガイドウェイ等を扱い、日本での拡販を目指しています。機

械・電気工学系を専攻の方、私たちと産業界に貢献しませんか？

We are a Japanese subsidiary of HIWIN TECHNOLOGIES CORP. (Shangin Technology), a

manufacturer of linear motion products that boasts the world's top market share. The global

headquarters is located in Taichung, Taiwan. The company employs 6,500 people overall. The

company handles linear motors, ball screws, linear guideways, and other products

indispensable for machine tools, and aims to expand sales in Japan. If you are majoring in

mechanical or electrical engineering, why don't you join us and contribute to the industrial

world?

精密機械部

品・工業ロ

ボットの製造

及び販売

Manufacturi

ng　and

sales of

precision

machine

parts and

industrial

robots

製造業 /

Manufacturing

14

Infineon

Technologies

Japan K.K.

ドイツ

Germany

インフィニオンはドイツに本社を置く半導体メーカーで、車載用、電力管理、省エネ技術、IoT向けの半

導体を製造、販売しています。インフィニオンでは、企業としての成功と責任ある活動を通し、「人々

の生活をより便利で安全、エコ革新する」というミッションを追及しています。2021年現在、世界の

100を超える国の出身者50,280人の従業員が働くグローバル企業です。

Infineon is a world leader in semiconductor solutions such as automotive, power management,

energy efficient technologies and the IoT. We combine entrepreneurial success with responsible

action to make life easier, safer, and greener. As of 2021, 50,280 people from over 100

countries are working together here at Infineon.

半導体製品の

製造、販売及

び研究開発

Manufacturi

ng, sales,

and R&D of

semiconduct

or

製造業 /

Manufacturing

http://www.eppendorf.com/
https://www.exotec.com/
https://www.exotec.com/
https://www.exotec.com/
https://www.essilorluxottica.com/
https://www.essilorluxottica.com/
https://www.essilorluxottica.com/
https://www.essilorluxottica.com/
http://www.hiwin.co.jp/
http://www.hiwin.co.jp/
http://www.hiwin.co.jp/
https://www.infineon.com/cms/jp/about-infineon/company/
https://www.infineon.com/cms/jp/about-infineon/company/
https://www.infineon.com/cms/jp/about-infineon/company/
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2010年に設立されたKEENON ROBOTICSは、世界的な賞に輝く、屋内向け自律配送ロボットテクノロ

ジーのパイオニアです。製品を通じて、消費者の快適な生活に貢献すること。それが当社の使命です。

研究開発技術チームによる努力と投資がなければ、当社のすべての事 業は実現できません。チームは、

日々、ロボット製品を継続的に改善・向上するべく、最先端のハードウェアとソフトウェアの開発に取

り組んでいます。こうしたたゆまぬ努力の結果、当社が誇る自律型ロボットは、世界中の高級レストラ

ン、ホテル、バー、病院などで使用されています。チームの献身的な取り組みにより、数々の栄えある

賞を受賞し、業界をリードする重要な特許を実現してきました。また、サービスロボットの安 全基 準の

策定とともに、ロボット市場におけるCR、CE、KCなどの認証取得を支援してきました。ロボットと同

様、当社は世界中のお客様と力を合わせながら、ご満足いただける製品づくりに取り組んでいます。

Founded in 2010, KEENON ROBOTICS is a global award-winning pioneer in autonomous indoor

delivery robot technology. Our mission is to contribute to the comfort of consumers through our

products. That is our mission. Without the hard work and investment of our R&D engineering

team, none of what we do would be possible. Every day, the team works to develop state-of-

the-art hardware and software to continuously improve and enhance our robotic products. As a

result of these tireless efforts, our autonomous robots are used in fine restaurants, hotels, bars,

and hospitals around the world. The dedication of our team has resulted in numerous

prestigious awards and important industry-leading patents. We have also helped the robotics

market obtain CR, CE, KC, and other certifications, as well as develop safety standards for

service robots. As with our robots, we are committed to working with our customers around the

world to create products that satisfy their needs.

L&T Technology Services Limited (LTTS) は、エンジニアリングおよび研究開発 (ER&D) サービスに

おける世界的なリーダーです。世界トップ100のER&D支出企業のうち57社に816件の特許を申請してお

り、LTTSはエンジニアリングとテクノロジーを生かしたサービスを提供しています。世界初の自律型溶

接ロボット、ソーラー「コネクティビティ」ドローン、世界で最もスマートなキャンパスなど、当社の

革新的な技術がそれを物語っています。エンジニアリングデザイン、製品開発、スマートマニュファク

チャリング、デジタル化におけるLTTSの専門知識は、目覚めから寝るまで、私たちの生活のあらゆる領

域に及んでいます。世界各地に79のイノベーションと研究開発デザインセンターを持ち、EACV、医療技

術、5G、AIとデジタル製品、デジタル製造、サステナビリティなどの破壊的技術領域を専門に扱ってい

ます。LTTSは、30カ国以上で事業を展開する210億ドル規模のインドのコングロマリット、Larsen &

Toubro Limitedの上場子会社です。

L&T Technology Services Limited (LTTS) is a global leader in Engineering and R&D (ER&D)

services. With 816 patents filed for 57 of the Global Top 100 ER&D spenders, LTTS lives and

breathes engineering and technology. Our innovations speak for themselves – World ’ s 1st

Autonomous Welding Robot, Solar ‘Connectivity’ Drone, and the Smartest Campus in the World,

to name a few. LTTS ’ expertise in engineering design, product development, smart

manufacturing, and digitalization touches every area of our lives - from the moment we wake

up to when we go to bed. With 79 Innovation and R&D design centers globally, we specialize in

disruptive technology spaces such as EACV, Med Tech, 5G, AI and Digital Products, Digital

Manufacturing, and Sustainability. LTTS is a publicly listed subsidiary of Larsen & Toubro

Limited, the $21 billion Indian conglomerate operating in over 30 countries.
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Longevity

Partners KK

英国

UK

私たちは、欧州、米国、日本の9つのオフィスに140人以上の情熱的な専門家を擁しています。

2022年、フィナンシャル・タイムズのFT1000リストによると、ロンゲビティ・パートナーズはヨー

ロッパで最も急成長しているESGコンサルタント会社として浮上しました。今こそ、弊社に入社し、同

じ志を持つ専門家と共に、世界最大級のファンドや優良企業の長期的な持続可能な価値を引き出す重要

な役割を担っていただくチャンスです。

We are more than 140 passionate experts across 9 offices in Europe, the US, and Japan.

In 2022, Longevity Partners emerged as the fastest growing ESG consultancy in Europe,

according to the Financial Times’ FT1000 list. This is an exciting time to join our company and

work with like-minded experts to play a key role in unlocking long-term sustainable value for

some of the world’s largest funds and blue-chip companies.

不動産業界に

おけるエネル

ギーおよびサ

ステナビリ

ティに関する

コンサルティ

ング、プロ

ジェクトマネ

ジメント

A global

multi-

disciplinary

sustainabilit

y

consultancy

サービス業（他

に分類されない

もの）/

Service

Industry (not

classified

elsewhere)

サービス業（他

に分類されない

もの）/

Service

Industry (not

classified

elsewhere)

製造業 /

Manufacturing

中国

China

KEENON

ROBOTICS CO.

LTD

15

除菌ロボット

のマルチモー

ドの消毒作業

方法、マルチ

ロボットコラ

ボレーション

システム

Multi-mode

disinfection

work

methods for

sterilization

robots,

multi-robot

collaboration

systems

16
インド

India

L & T

Technology

Services

Limited

エンジニアリ

ング

Engineernin

g service

http://www.keenon.com/
https://www.ltts.com/
https://longevity-partners.com/
https://longevity-partners.com/
http://www.keenon.com/
http://www.keenon.com/
http://www.keenon.com/
https://www.ltts.com/
https://www.ltts.com/
https://www.ltts.com/
https://www.ltts.com/
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MacDermid

Performance

Solutions

Japan K.K.

米国

USA

マクダーミッドは創業以来90年以上継続して、表面処理化学品の研究開発・製造・販売に専心してまい

りました。低炭素社会を迎えた今日、お客様の環境への負荷の軽減に貢献する薬品は、ますます大きな

社会的使命を担っています。

世界各国に連携する拠点を持つマクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズは、 各国でビジネ

スを展開する国内外のお客様へボーダーレスに化学品を提供できる数少ないメーカーのひとつです。

For more than 90 years since its establishment, McDermid has been dedicated to the research,

development, manufacture, and sale of surface treatment chemicals. In today's low-carbon

society, chemicals that help our customers reduce their environmental impact have an

increasingly important social mission.

With offices around the world, McDermid Performance Solutions is one of the few manufacturers

that can provide borderless supply of chemicals to domestic and international customers doing

business in different countries.

results-oriented company focused on innovation and service. We prioritize our customers'

success, which in turn drives opportunities for our employees and value for our shareholders.

金属等表面処

理用化学薬品

および関連機

器装置の製

造、輸出入及

び販売

leading

specialty

chemicals

company

whose

operating

businesses

formulate a

broad range

of solutions

製造業 /

Manufacturing

http://www.macdermid.co.jp/
http://www.macdermid.co.jp/
http://www.macdermid.co.jp/
http://www.macdermid.co.jp/
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MAHLE Japan

Ltd.

ドイツ

Germany

マーレは自動車業界トップクラスの開発パートナー、そしてサプライヤーとして世界で活動していま

す。エンジンシステム及びその関連部品、フィルター、潤滑技術、そして熱・冷却管理における広範な

システム技術を基に、マーレグループはパワートレインや空調技術に関する必要不可欠な要素を網羅す

る製品ラインナップを展開しています。世界で生産される車両の少なくとも２台に１台は、マーレの製

品を搭載しています。

MAHLE is continuously optimizing the combustion engine, driving forward the use of alternative

fuels, and laying the foundation for the widespread acceptance and worldwide introduction of e-

mobility.

Based on a broad systems competence consisting of Engine Systems and Components,

Filtration, and Thermal Management, the group ’ s product portfolio addresses all the crucial

issues relating to the powertrain and air conditioning technology. Thanks to its expertise in

electric and electronic components and systems, MAHLE can thus also offer integrated system

solutions for e-mobility. MAHLE products are fitted in at least every second vehicle worldwide.

輸送用機器製

造業

Systems

supplier to

the

automotive

industry

製造業 /

Manufacturing
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Materials

Analysis

Technology

Inc.

台湾 Taiwan

事業内容としては

■材料分析サービス（FIB/TEMを活用した膜厚・構造解析中心の観察・分析サービス）

■故障解析サービス（台湾デバイスメーカーでの経験を基に提供する専門解析サービス）

■信頼性試験サービス(半導体及び電子部品の信頼性試験サービス)

Our business activities include

■ Material analysis service (observation and analysis service centered on film thickness and

structure analysis using FIB/TEM)

■ Failure analysis services (specialized analysis services provided based on experience with

Taiwanese device manufacturers)

■ Reliability testing services (reliability testing services for semiconductors and electronic

components)

半導体、材料

等に関する受

託分析

Commission

ed analysis

of

semiconduct

ors,

materials,

etc.

学術研究,専

門・技術サービ

ス業 /

Academic

Research,

Professional

and Technical

Service
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M-DAQ Japan

K.K.

シンガポール

Singapore

M-DAQは、「World without Currency Borders®」をビジョンに2010年に設立されたシンガポール本

社のFintechスタートアップで、200名の従業員を擁し、アジア全域で独自のベストインクラス法人FXソ

リューションにフォーカスしています。アフィニティ・エクイティ・パートナーズ、アント・グルー

プ、NTTコミュニケーションズといったグローバルな機関に支えられ、M-DAQは2016年のAladdin FX

ソリューションのローンチ以来、45市場にわたるクロスボーダー取引を処理してきました。M-DAQは、

2019年に「Best Tech Company to Work For」を受賞し、長年にわたり複数の企業賞を受賞していま

す。

Founded in 2010 with a vision to create a World without Currency Borders ® , M-DAQ is a

Singapore-headquartered Fintech start-up with 200 employees and focuses on proprietary best-

in-class corporate FX solutions across Asia. Backed by global institutions such as Affinity Equity

Partners, Ant Group and NTT Communications, M-DAQ has processed cross-border transactions

over 45 markets since the launch of its Aladdin FX solution in 2016. M-DAQ won the ‘Best Tech

Company to Work For’ in 2019 and several enterprise awards over the years.

フィンテック Fintech

金融業,保険業

/ Finance,

Insurance
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MEDTRONIC

JAPAN CO.,

LTD

アイルランド

Ireland

メドトロニックは世界中でヘルスケアテクノロジーのソリューションを提供しています。人々の痛みを

やわらげ、健康を回復し、生命を延ばすことを目指しています。

世界中で9万人以上の従業員が働くメドトロニックは医療機器専業としては世界で最大規模のメーカーで

す。メドテックのリーディングカンパニーとして世界中の患者さんの健康に貢献しています。日本の新

卒採用では基本的にはセールスからのスタートとなるため、コミュニケーション能力や入社後身に着け

る医療の専門知識を活かして活躍していきたい方をお待ちしています。

Medtronic provides healthcare technology solutions worldwide. Our goal is to alleviate pain,

restore health, and extend life.

With more than 90,000 employees worldwide, Medtronic is the world's largest dedicated

medical device manufacturer. As a leading MedTech company, we contribute to the health of

patients around the world. As new graduate hires in Japan basically start in sales, we are

looking forward to working with candidates who want to make the most of their communication

skills and the medical expertise they will acquire after joining the company.

医療機器の製

造販売

Manufacturi

ng, sales,

and R&D of

Medical

Devices

医療、福祉 /

Medical,

Welfare

https://www.jp.mahle.com/ja/
https://www.jp.mahle.com/ja/
https://www.ma-tek.com/ja-JP/home
https://www.ma-tek.com/ja-JP/home
https://www.ma-tek.com/ja-JP/home
https://www.ma-tek.com/ja-JP/home
https://www.m-daq.com/
https://www.m-daq.com/
https://www.medtronic.com/jp-ja/index.html
https://www.medtronic.com/jp-ja/index.html
https://www.medtronic.com/jp-ja/index.html
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METRON

JAPAN G.K

フランス

France

メトロン社は2013年に設立されたフランスのクリーンテック企業で、エネルギー管理および最適化のデ

ジタルプラットフォームにより、国際的なグループのエネルギーパフォーマンス、エネルギーコスト、

カーボンフットプリント削減をリードしています。2020年からは日本にも進出し、日本企業の脱炭素化

に貢献することを目指しています。

METRON is a French Cleantech founded in 2013, leader of energy performance, energy cost &

carbon footprint reduction for international groups, thanks to its digital platform of energy

management and optimization. Present in Japan since 2020, we aim to accompany Japanese

companies in their decarbonization journey.

EMOS：エネ

ルギー管理・

最適化システ

ム

EMOS:Energ

y

Managemen

t and

Optimization

System

その他 / Other
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Moxa Japan

LLC

台湾

Taiwan

台湾に本社を置く当社は、製造業や交通、電力などの産業分野で「接続」というテーマを追求してきた

グローバル企業。欧米やアジアに13の拠点を持ち、産業向けネットワーク機器で世界TOPクラスの技術

力とシェアを持っています。日本については世界戦略の最重要拠点の一つとして位置づけ、顧客の増加

や深耕、拠点展開、人員増強などの事業拡大に積極的に取り組んでおります。

Headquartered in Taiwan, we are a global company that has been pursuing the theme of

"connectivity" in industrial fields such as manufacturing, transportation, and electric power.

With 13 bases in Europe, the U.S., and Asia, we have the world's TOP-class technology and

market share in network equipment for industrial use. As for Japan, we have positioned it as

one of the most important bases for our global strategy and are aggressively working on

business expansion, such as increasing the number and depth of customers, developing bases,

and increasing the number of personnel.

産業用ネット

ワーク通信機

器の製造、販

売及び研究開

発

Manufacture

, sales and

R&D of

industrial

network

communicati

on

equipment

情報通信業 /

Information

Communicatio

n

25 ＲＯＫＡＥ
中国

China

ROKAEは北京に本社を置き、北京、東京、武漢、山東にロボット研究開発センターを設立しています。

研究開発スタッフの80％以上が修士号以上の学歴を持ち、そのほとんどが清華大学、北京大学、北方大

学、浙江大学、華中科技大学などの有名大学を卒業しています。ROKAEは、年間5万台のロボット生産

能力を誇る自社工場を持ち、販売、技術サポート、自動化ソリューションからなる中国本土を網羅する

サービスシステムを確立しています。

Headquartered in Beijing, ROKAE has set up robotics R&D centers in Beijing, Tokyo, Wuhan,

and Shandong. More than 80% of the R&D staff hold a master's degree or above, most of

whom have graduated from prestigious universities such as Tsinghua University, Peking

University, Beihang University, Zhejiang University, and Huazhong University of Science and

Technology. With the self-owned factory boasting the annual production capacity of 50,000

robots, ROKAE has established a service system covering mainland China consisting of sales,

technical support, and automation solutions.

ロボット開発

製造業

Manufacturi

ng of Robot

製造業 /

Manufacturing

https://www.metron.energy/
https://www.metron.energy/
https://www.moxa.com/
https://www.moxa.com/
https://www.rokae.com/?language=en
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26 SICK K.K.
ドイツ

Germany

光学センサ市場で世界トップクラスのシェアを誇るドイツの会社SICKの日本法人です。製品数4万点以

上、世界の従業員数10,000人以上のグローバル企業です。

売上の10％を研究開発費に投資し、産業用センサおよびソリューション・サービスの提供により、『自

動化』の未来を切り拓いています。

海外研修や海外出張の機会を通じ、キャリア開発していくことができます。

We are the Japanese subsidiary of SICK, a German company with the world's leading share in

the optical sensor market. It is a global company with more than 40,000 products and more

than 10,000 employees worldwide.

SICK invests 10% of its sales in R&D and is pioneering the future of "automation" by providing

industrial sensors, solutions and services.

We offer career development through overseas training and opportunities for overseas business

trips.

産業用センサ

及びアプリ

ケーション・

ソリューショ

ン・サービス

の販売

A provider

of B to B

sensors with

solutions

and services

卸売業・小売業

/ Wholesale

and Retail

Trade
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Visionnav

Robotics

Japan Co.，Ltd

中国

China

VisionNav Robotics は、物流自動化ソリューションのグローバルサプライヤーです。5G通信や独自の

AI技術、環境認識機能、ディープラーニング、サーボ制御技術を駆使し、あらゆるシーンで活躍が可能

な自動フォークリフトや自動牽引車(トラクター)を全世界に提供しています。 これまで、9.4m高層ラッ

クや、2mの狭い通路での稼働、トラックへの積み付け/積み下ろし、鉄パレット の段積みといったソ

リューションを実現してきました。 自動車、食品、石油化学、EC、3PL、製薬など、さまざまな業界へ

の導入実績があり、フォーチュン誌が 発表する「Fortune Global 500」に選ばれた企業のうち、50社以

上が我々のソリューションを利用して います。

VisionNav Robotics is a global supplier of logistics automation solutions, providing automated

forklifts and tractors that can be used in a wide range of applications worldwide, utilizing 5G

communications, proprietary AI technology, environmental awareness, deep learning, and servo

control technology. We have been providing automated forklift trucks and tractors that can be

used in all kinds of scenarios. Solutions have been implemented to operate in 9.4m high racks

and 2m narrow aisles, to load/unload trucks, and to stack steel pallets. Our solutions have been

installed in a variety of industries, including automotive, food, petrochemical, e-commerce, 3PL,

and pharmaceutical.

自動搬送機器

業界

Global

Supplier of

Autonomous

Industrial

Vehicles and

Intralogistics

visionnav

Automation

Solutions

製造業 /

Manufacturing

28 vivo Japan KK
中国

China

vivo Japan株式会社は中国におけるVivo Mobile Communications Co., Ltd.傘下の独立法人の会社であ

ります。

vivoはスマートフォンのメーカーであります。スマートフォン全世界シェア順は第五位です。

電波通信関連する学生は今回とコミュニケーションしたいです。

イメージング、写真関連する学生もコミュニケーションしたいです。

各大学の研究室その興味があればぜひ相談したいです。

vivo Japan Corporation is an independent company incorporated in China under the umbrella of

Vivo Mobile Communications Co.

vivo is a smartphone manufacturer. Vivo is the fifth largest smartphone manufacturer in the

world in terms of market share.

Students in the field of radio communication will be interested in communicating with us.

Imaging and photography students are also welcome to communicate with us.

If you are interested in the laboratory of any university, we would like to discuss it with you.

カメラモ

ジュール、写

真関連技術研

究開発、先端

技術、新材料

などの研究開

発。

Manufacturi

ng R&D of

electric

appliances,

and

electronic

devices

学術研究,専

門・技術サービ

ス業 /

Academic

Research,

Professional

and Technical

Service

29
Zifo RnD

Solution

インド

India

グローバル企業; オフィス： アメリカ | カナダ | フランス | ドイツ | スイス | 英国 | 日本 | インド |

シンガポール | 中国

2008年に設立され、2012年から2020年まで最も急成長している会社の一つとしてデロイト によって認

められています。

1600人以上のコンサルタントのチーム

GreatPlacetoWork® Instituteによる働きがいのある会社に5回選出；80％以上の信頼指数

ISO9001および27001認定

* Global team of 1600

* Customers across 20+ Countries

* Offices in 10 Global locations - supported by local talent and leadership across the globe

* People focused approach with strong culture and belief system based on Curiosity, Integrity,

Meritocracy

* Awarded as one of the Best places to work for 5 consecutive years

Zifoは、研究

に基づいた業

界を中心とし

たグローバル

研究開発ソ

リューション

プロバイダー

です。

Zifo is a

global R&D

solutions

provider

focused on

the

industries of

research

based

organization

s.

サービス業（他

に分類されない

もの）/

Service

Industry (not

classified

elsewhere)

https://www.sick.com/jp/ja/
https://www.visionnav.co.jp/
https://www.visionnav.co.jp/
https://www.visionnav.co.jp/
http://www.vivo.com/
https://www.zifornd.com/
https://www.zifornd.com/

