累計出荷実績 1915 社 13718 本（ＯＥＭ 出荷分 及び 小物オプションを除く）

生産管理システムTPiCS
生産管理システムTPiCSシリーズ
TPiCSシリーズ 主要ユーザー
－－－ あ －－－
株式会社アイイーメカトロニクス(愛知県豊川市) '00/10 15本

相栄産業株式会社(新潟県三条市)
ＩＭＥ香港株式会社(中国香港市)
IMElectronics(Thairand)Co.,Ltd.(タイ)
IMC株式会社(茨城県猿島郡)
株式会社ＩＨＩシバウラ(長野県松本市)
アイオン株式会社(茨城県猿島郡)
相川鉄工株式会社(静岡県静岡市)
株式会社 愛工業(静岡県静岡市)
愛三工業株式会社(愛知県大府市)
インドネシア工場(インドネシア)

'89/06

5本

'06/08 10本
'11/05 10本
'01/07

1本

'99/02 10本
'00/04

3本

'90/10

2本

'99/01

1本

'07/06

5本

'06/09

4本

アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社(福井県越前市) '14/08 30本

AISIN CHEMICAL(THAILAND) CO.,LTD(タイ) '12/10

5本

愛知株式会社(愛知県春日井市)
'04/05 20本
愛知株式会社(愛知県春日井市)
'15/06 10本
アイチエレック株式会社(愛知県春日井市) '17/06 10本
株式会社 アイチコーポレーション(群馬県伊勢崎市) '92/07

1本

川添工業株式会社(茨城県猿島郡)
'92/07
有限会社 高須賀製作所(埼玉県上尾市) '92/07

2本

愛知工業大学(愛知県名古屋市)
愛知時計電機株式会社(福岡県福岡市)
アイテック株式会社(岐阜県美濃加茂市)
株式会社アイテック(愛知県一宮市)
ＩＤＥＣ株式会社(大阪市淀川区)

'17/01

2本
1本

'92/01

1本

'94/03

6本

'18/04

5本

'02/08 33本
IDECﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ株式会社(京都府長岡京市) '01/03 15本
IDECｵﾌﾟﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ株式会社(京都府長岡京市) '03/04 10本

蘇州和泉電気有限公司(中国蘇州市)
'03/09 15本
株式会社 アイ電子工業(栃木県大田原市) '04/10 10本
アイホン株式会社(愛知県豊田市)
'95/10 2本
株式会社 葵精螺製作所
本社(大田区下丸子)
山梨工場(山梨県八代郡)
赤井電機株式会社(北区王子)

'05/09 11本
'05/09

7本

'00/02

1本

明石プラスチック工業株式会社(兵庫県明石市) '99/06

2本

株式会社 アカセ木工(岡山県浅口郡)

3本

'94/08

アカマツフォーシス株式会社(大阪府枚方市) '06/08

5本

株式会社 秋田製作所(大阪府松原市)
株式会社 秋田ルミナ(秋田県大曲市)
株式会社 アクセス(石川県白山市)
株式会社 アクセル(千代田区外神田)
株式会社 アクツ(神奈川県相模原市)
アグリテクノ矢崎株式会社(兵庫県姫路市)
曙ブレーキ工業株式会社(埼玉県羽生市)
アサゴエ工業株式会社
本社工場(岡山県岡山市)
御津工場(岡山県御津市)
精機部(岡山県倉敷市)
株式会社 麻場(長野県長野市)
浅羽梱包有限会社(静岡県磐田郡)
株式会社アサヒビジョン(愛知県名古屋市)

5本

'09/06
'02/09

7本

'94/10

1本

'08/03

4本

'97/08

3本

'97/04

7本

'99/03

1本

'06/11

2本

株式会社 アズビル(タイ)
株式会社 アズビル(神奈川県藤沢市)
アズマックス株式会社(千葉県八千代市)
株式会社あずみ製作所(長野県安曇野市)
株式会社 アテックス(愛媛県松山市)
株式会社アーツブレインズ(東京都渋谷区)
ATSUMITEC(THAILAND)CO.,LTD.(タイ)
アトセンス株式会社(東京都新宿区)
株式会社 アバール長崎(長崎県諌早市)
株式会社 アミックス(広島県三原市)
株式会社 アミノ(静岡県富士宮市)
綾目精機株式会社(広島県府中市)
株式会社荒川印刷(愛知県名古屋市)
アリオテクノ株式会社(兵庫県尼崎市)
株式会社 アルテクノ(長野県安曇野市)
アルバック機工株式会社(宮崎県西都市)
アンゼンフーズ株式会社(静岡県静岡市)
株式会社 アンフィニ(神奈川県横浜市)
Anritsu Infivis Co., Ltd.(タイ)

'11/03 10本
'08/05 5本

株式会社イングスシナノ(長野県諏訪市)
インターライト株式会社(千葉県山武郡)

'05/11 16本

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社(大田区西糀谷) '06/05 5本

院庄林業株式会社(岡山県津山市)

'08/06 8本

インバースネット株式会社(神奈川県横浜市) '17/07 1本

'94/02 1本
'95/02 25本
'13/06 10本
'13/11 2本
'03/09 2本

PT.USUI INTERNATIONAL INDONESIA(インドネシア) '18/08 3本

浦川トランス工業株式会社(大阪府茨木市) '96/06 1本
浦和工業株式会社(埼玉県久喜市)
'14/02 10本

'15/09 5本
'95/03 1本

－－－ え －－－

'13/10 2本

'01/08 13本

栄研化学株式会社(栃木県大田原市)
株式会社 栄光工業
本社(高知県南国市)
テクノ工場(高知県南国市)
栄光精密部件(恵州)有限公司(中国恵州市)

'99/09 1本

'13/10 10本

HS Technology (Phils.), Inc.(フィリピン)

'11/11 6本

'07/08 10本

エイチ・ケー・ティ株式会社(神奈川県相模原市) '99/06 8本
ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾏｸﾞﾈﾃｨｯｸｽ株式会社(千葉県千葉市) '04/05 8本

'90/12 1本
'17/05 3本
'15/12 2本

'89/07 1本

'01/05 14本

愛科昇振動機械(嘉興)有限公司(中国浙江省) '13/08 5本

'97/03 7本
'07/03 3本

ACS株式会社(埼玉県川口市)
株式会社ｴｽ・ｴｲﾁ・ﾃｨ(大阪府泉佐野市)

'96/08 7本

ＳＥＩオプティフロンティア株式会社(埼玉県行田市) '98/03 4本

'00/01 2本

ＳＭＣ株式会社(埼玉県草加市)
SWS東日本株式会社
山形工場(山形県南陽市)
大迫工場(岩手県稗貫郡)
二戸工場(岩手県二戸市)
岩手工場(岩手県岩手郡)
ｴｽﾃｨｹｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社 (大分県大分市)

'99/07 1本
'01/09 14本
'00/06 8本
'03/09 10本
'90/04 1本
'03/12 10本

'96/06 9本
'96/08 6本
'98/03 3本
'98/07 7本
'05/03 20本

株式会社 エデックリンセイシステム(愛知県豊橋市) '12/11 20本

'95/04 1本

エナジーサポート株式会社(愛知県犬山市) '03/03 2本
株式会社 エナミ精機(京都府舞鶴市)
'95/05 12本

石塚広車有限公司(中国香港市)
'10/09 1本
株式会社泉井鐵工所(高知県室戸市)
'16/07 5本
イースタン技研株式会社(神奈川県大和市) '03/09 10本

'13/06

8本

IMASEN Philippine Manufacturing Corporation(フィリピン) '15/08

'88/07

3本

'96/02 2本
'00/09 2本
'14/09 6本

NECｲﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ東北株式会社(宮城県白石市) '00/07 10本

ＮＥＣトーキン株式会社
NEC東金電子(厦門)有限公司(福建省厦門市) '04/02 1本
NECﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ株式会社(鹿児島県出水市) '03/10 11本

エヌ・イー・シール株式会社
久米南工場(岡山県御津郡)
美原工場(岡山県御津郡)
吉備高原工場(岡山県上房郡)

NECロジスティックス株式会社(宮城県白石市) '96/05 1本
'97/08 12本
'99/06 3本
'01/07 6本

ＮＴＮテクニカルサービス株式会社(静岡県磐田市) '11/05 6本

'04/01 6本
'04/11 5本
'95/05 4本
8本

IWAI METAL(AMERICA)CO., LTD.(アメリカ) '08/06 10本

岩崎工業株式会社(福井県坂井郡)

'92/07 8本
'02/11 10本

'88/10

1本

イワツキ株式会社(板橋区志村)

1本

株式会社 岩間織機製作所(愛知県丹羽郡) '99/02 10本
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'91/12 1本

'05/01 5本

株式会社 味の素ﾀｶﾗｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(神奈川県川崎市) '93/01

横浜工場(神奈川県横浜市)

'02/01 3本

'09/03 6本

'06/10 14本

6本

'17/01 3本

エス・ディ・ケー株式会社(静岡県浜松市) '97/06 5本
株式会社エスティシー(宮城県栗原市)
'06/08 8本

'03/12 13本

株式会社 一戸(東京都武蔵村山市)
有限会社 伊藤工業所(岐阜県中津川市)
株式会社 伊藤製作所(大阪府東大阪市)
株式会社 イノアックコーポレーション
南濃工場(岐阜県海津郡)
大野工場(岐阜県揖斐郡)
今在家精工株式会社(大阪市平野区)

1本

'97/03 14本
'97/10 7本

株式会社 エクセディ(大阪府寝屋川市)
'95/02 3本
エクセル工業株式会社(奈良県山辺郡)
'03/07 3本
株式会社 エクセル製作所(群馬県勢多郡) '98/04 6本

3本

'00/04

'88/02 1本

'09/07 7本

'02/01 4本

'16/07

'99/07

'04/04 4本
上原ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ工業株式会社(埼玉県八潮市) '00/12 3本

'97/10 6本

ICHINOMIYA Electronics Phils Corp.(フィリピン) '07/06 5本

1本

'16/10 15本
'16/12 1本

'04/02 15本

8本

'95/10

－－－ う －－－
株式会社植竹製作所(埼玉県三郷市)
ウエニ工業株式会社(鳥取県倉吉市)
上野精機株式会社(福岡県遠賀郡)

'17/12 2本

1本

'08/02 10本

'14/08 4本

ウエ・ルコ物流株式会社(大阪市西淀川区) '11/09 7本
株式会社ウェルテクノ(富山県富山市)
'05/07 8本

'07/03 10本

'12/06

2本
2本

'08/01 1本
'01/07 1本

'08/07 20本

'96/07

'06/11
'06/11

18/12/27現在

'93/08 1本

－－－ い －－－
E&H Precision(Thailand)Co.Ltd(タイ)
株式会社 飯島製作所(茨城県猿島郡)
飯田エポック株式会社(長野県飯田市)
飯田電機工業株式会社(東京都三鷹市)
株式会社 飯田パルスモ(長野県飯田市)
株式会社 飯塚電機工業(茨城県高萩市)
株式会社 イカワ(愛媛県松山市)
イケダ工機株式会社(宮城県角田市)
株式会社 池田製作所(群馬県太田市)
株式会社 医研工業(神奈川県津久井郡)
偉時亜洲有限公司(中国広東省)
株式会社 イシイ(静岡県浜松市)
株式会社ケーアイエス(静岡県浜松市)
株式会社石栄製作所(兵庫県加東市)
株式会社 石川発條製作所(愛知県常滑市)

五十音順 敬称略

株式会社 岩間電機製作所(愛知県名古屋市) '17/03 10本

有限会社 板倉製作所(栃木県栃木市)
'99/11 1本
市岡製菓株式会社(徳島県徳島市)
'03/06 11本
株式会社 一条機械製作所(大田区西六郷) '97/03 3本

ASAHI INTECC(THAILAND)CO.,LTD.(タイ) '03/12 23本

旭金属工業株式会社(新潟県西蒲原郡)
旭工精株式会社(大阪府東大阪市)
旭サナック株式会社(愛知県尾張旭市)
株式会社 アサヒ製作所(神奈川県横浜市)
旭ダイヤモンド工業株式会社(中国)
アシストV株式会社(神奈川県高座郡)
味の素株式会社
東海工場(三重県四日市市)

デリカエース株式会社(埼玉県川口市)
PT. Ajinomoto Indonesia(インドネシア)
株式会社アスクテクニカ(山梨県西八代郡)
株式会社 アスコ(大阪府大阪市)
インドネシア(インドネシア)
アスザック株式会社(長野県上高井郡)
株式会社 アステック(福岡県糟屋郡)
アズビル機器(大連)有限公司(中国大連市)

ＮＴＫセラミック株式会社(長野県上伊那郡) '07/03 15本
株式会社エヌビーシー(岐阜県大垣市)
'11/02 12本

エピクルー株式会社(長野県大村市)
エービーシー化工株式会社
川本工場(埼玉県大里郡)
神戸工場(兵庫県神戸市)

'07/12 20本
'01/08 11本
'01/11 5本

ｴﾌｱﾝﾄﾞｴﾌ株式会社(神奈川県相模原市) '07/10 8本
エフ・ジィ・ケー株式会社(埼玉県羽生市) '03/05 2本

F-Tech Mfg. (Thailand) Ltd.(タイ)
エム・ケー電子株式会社(長野県長野市)
M.A.TECHNOLOGY,INC (フィリピン)

'08/01
'00/09

5本

有限会社 樫本(岡山県備前市)

5本

株式会社河西精機製作所(長野県諏訪市) '18/12 10本
柏精機株式会社(茨城県水戸市)
'96/01 2本

'07/12 10本

'90/04 1本

MC-Towa International Sweeteners Co.,Ltd.(タイ) '05/08

5本

MT Picture Display(Thailand)CO.,LTD(タイ) '03/10
株式会社 エルビー(埼玉県蓮田市)
'97/06

9本
2本

化成工業株式会社(愛知県大府市)
'08/10 4本
カツデンアーキテック株式会社(埼玉県児玉郡) '93/12 16本
カツヤマファインテック株式会社(静岡県浜松市) '06/02 10本

株式会社 ｴﾙﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(新宿区赤城下町) '04/09

株式会社キョウデンプレシジョン(静岡県伊豆の国市) '16/06 30本

協南精機株式会社(山梨県中巨摩郡)

'98/01 7本

協立ハイパーツ株式会社(岩手県東磐井郡) '05/06 3本
協和工業株式会社(新潟県岩船郡)
'96/10 12本

共和精機株式会社(広島県府中市)

'05/03 11本

株式会社 共和製作所(埼玉県大宮市)

'99/02 4本

3本

カツヤマファインテックｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(タイ)

'00/10 5本

株式会社ｷｮｳﾜﾃﾞﾊﾞｲｽ(栃木県宇都宮市)

'07/03 5本

ｴﾙﾘﾝｸﾞｸﾘﾝｶﾞｰ・ﾏﾙｻﾝ株式会社(埼玉県比企郡) '06/06

4本

カトウ工機株式会社(神奈川県平塚市)

'06/02 20本

極東開発工業株式会社(兵庫県西宮市)

'05/09 3本

エレックス工業株式会社(神奈川県川崎市) '89/06
株式会社 遠藤照明(滋賀県甲賀郡)
'90/02

1本

銀河電機工業株式会社(三重県三重郡)

'95/05 6本

1本

株式会社 加藤美蜂園本舗(神奈川県横浜市) '01/12 12本
カトーレックウェスト株式会社(香川県高松市) '98/09 4本

近畿金属株式会社(大阪府東大阪市)

'15/01 30本

株式会社 遠藤製作所(新潟県燕市)

1本

株式会社 キングジム(千葉県松戸市)

'07/05 7本

'98/08

エンドレスハウザー山梨株式会社(山梨県笛吹市) '95/12

1本

－－－ お －－－
株式会社 王子製作所(兵庫県加古郡)

'97/10

オー・エム・シー株式会社(栃木県足利市) '99/08
大垣電機株式会社(岐阜県養老郡)
'96/11
大川精螺工業株式会社(東京都品川区)
THAI OKAWA CO., LTD.(タイ)

兼房株式会社(愛知県丹羽郡)

'03/08 3本

1本

カネボウフーズ株式会社(港区海岸)

'92/12 1本

1本

株式会社 神内電機製作所(京都府綾部市) '95/01 1本
カミヤプラスチック株式会社(愛知県高浜市) '96/07 3本

3本

'17/06 90本
'17/06 60本

大阪ガスケミカル株式会社(大阪府枚方市) '98/10 6本
大阪ガスケミカル株式会社(大阪府大阪市) '18/06 30本
株式会社 大阪製薬(大阪府東大阪市)
'94/09 16本

大阪富士工業株式会社(千葉県香取郡)

'94/07

快美特汽車精品有限公司(中国深セン市) '00/01 22本
かようアイランド株式会社(岡山県加賀郡) '05/08 9本
カリツー株式会社(愛知県安城市)

'02/05 2本

康奈可科技(無錫)有限公司(江蘇省無錫市) '03/12 2本
株式会社 川金コアテック(埼玉県川口市) '94/07 12本

均豪電子(深セン)有限公司(中国深セン市) '00/05 5本
錦正工業株式会社(栃木県那須塩原市) '05/08 3本
金盟(蘇州)商業設備有限公司(中国蘇州市) '05/08 5本
株式会社 金陽社(茨城県東茨城郡)
'93/10 2本

金陵電機株式会社(大阪府大阪市)

'13/06 10本

－－－ く －－－
楠橋紋織株式会社(愛媛県今治市)
南通楠橋紋織有限公司(中国南通市)
クツワ工業株式会社(奈良県生駒市)

'07/03 10本
'05/08 15本
'18/10 4本

1本

川惣電機工業株式会社(京都工場)(京都府八幡市) '15/11 10本

QPCジャパン株式会社(三重県四日市市) '01/01 8本
国立プレス株式会社(東京都昭島市)
'96/12 5本

8本

川惣電機工業株式会社(滋賀工場)(滋賀県高島市) '16/10 18本

株式会社 国元商会(大阪府大阪市)

'96/11 6本

2本

川鉄鋼管株式会社(千葉県千葉市)

'90/10 2本

久野金属工業株式会社(愛知県常滑市)

'88/08 14本

川俣精機株式会社(福島県伊達郡)

'99/05 3本

株式会社 大森製作所(神奈川県藤沢市) '99/05
岡田紙工株式会社(大阪府松原市)
'99/04
株式会社 岡田鉄工所(愛知県岡崎市)

5本

'95/02

兼工業株式会社(愛知県小牧市)
'95/08 15本
カネテツデリカフーズ株式会社(兵庫県神戸市) '94/04 9本

株式会社 クボタ(滋賀県甲賀郡)

'03/01 20本

熊谷精機株式会社(長野県下伊那郡)

'06/12 4本

岡熱機械（常州）有限公司(江蘇省常州市) '14/06 20本
株式会社 岡村製作所(神奈川県横浜市) '97/02 15本

株式会社 カワムラ精器(長野県南佐久郡) '93/06 1本
河村電器産業株式会社(愛知県瀬戸市) '04/09 2本

株式会社 クマダ(広島県広島市)

'03/04 2本

岡本株式会社(奈良県北葛城郡)

熊本森六化成株式会社(熊本県菊池郡)

'00/02 3本

倉敷化工株式会社(岡山県倉敷市)

'01/06 20本

'98/12

4本

KAWAMOTO GEC株式会社(三重県四日市市) '10/12 6本

岡本横浜（蘇州）機械有限公司(中国蘇州高新区) '09/04

5本

株式会社 川本製作所

岡山県食品株式会社(岡山県笠岡市)

'97/04 18本

岡山指月株式会社(岡山県総社市)

'17/04 12本

有限会社岡山ネジ製作所(岡山県倉敷市) '15/08
小川精機株式会社(大阪府大阪市)
'99/06

（愛知県岡崎市）

'02/06 9本

株式会社グラフィッククリエーション(長野県東御市) '18/11 4本

（愛知県名古屋市）

'08/09 1本

株式会社 栗崎歯車製作所(栃木県芳賀郡) '00/05 6本
栗田工業(大連)有限公司(中国大連市)
'07/10 10本

9本

カンケンテクノ株式会社(台湾)

'11/03 5本

1本

カンタツ株式会社(福島県須賀川市)

'15/03 20本

株式会社 クリヤマ(新潟県南蒲原郡)

'00/01 7本
'05/01 4本

グリーンフィクス株式会社(愛知県名古屋市) '99/04 2本
株式会社グローウィル(新潟県糸魚川市) '17/10 10本

オギハラ工業株式会社(新潟県上越市)

'94/12

7本

関東精工株式会社(福島県石川郡)

株式会社奥屋製作所(広島県東広島市)

'18/05 12本

関東鉄工株式会社(茨城県猿島郡)

小倉クラッチ株式会社(群馬県桐生市)

'06/04 14本

株式会社 オサシテクノス(高知県高知市)

'00/02

3本

カントーテクノ株式会社(神奈川県高座郡) '13/05 3本
関東分岐器株式会社(埼玉県大里郡)
'00/03 4本

株式会社 オーディオテクニカフクイ(福井県武生市) '01/08

5本

関東辰美電子（平湖）有限公司(中国平湖市) '15/09 5本

株式会社 オーディオテクニカフクイ(福井県武生市) '04/03

5本

－－－ き －－－

'94/09 2本

グローリー株式会社(兵庫県姫路市)

'94/12 20本
光栄電子工業(蘇州)有限公司(中国蘇州市) '04/04 10本

グローリーＡＺシステム株式会社(兵庫県西宮市) '12/10 15本

南通新福達電子（光電）有限公司(江蘇省南通市) '01/08 10本

株式会社 技巧舎(神奈川県秦野市)

'13/04 5本

グローリーＡＺシステム株式会社(東京都台東区) '13/03 9本
グローリープロダクツ株式会社(兵庫県神埼市) '95/05 7本

太陽電器（蘇州）有限公司(江蘇省太倉市) '01/08
杭州鉄三角科技有限公司(浙江省杭州市) '01/08

5本

有限会社 岸川製作所(長野県長野市)

'95/03 1本

Grobal Auto-Parts Alliance India Pvt LTD.(インド) '08/09 2本

7本

株式会社 岸製作所(群馬県桐生市)

'94/05 1本

'08/07 20本

キソー株式会社(静岡県富士市)

'92/04 2本

'98/03

4本

北上コンピュータアカデミー(岩手県北上市) '92/09 2本
株式会社 北九州ニッスイ(福岡県北九州市) '92/01 1本

オーティス株式会社(岡山県真庭市)
オート化学工業株式会社
土浦工場(茨城県新治郡)

－－－ け －－－
恵州大金三石空調有限公司(中国恵州市) '02/09 7本
株式会社 ＫＨＫ野田(千葉県野田市)
'03/05 14本

気高電機株式会社(鳥取県鳥取市)

'05/01 20本

株式会社 ＫＤＳ

オーニット株式会社(岡山県赤磐市)

'11/11

3本

株式会社 北電子(埼玉県北足立郡)

株式会社 小野工業所(愛知県小牧市)

'00/06

7本

株式会社 喜多村合金製作所(岐阜県加茂郡) '04/11 4本

滋賀(滋賀県草津市)

'98/09 6本

5本

株式会社キーテクノジー(群馬県佐波郡)

'04/02 6本

大分(大分県大野郡)

'98/09 6本

オーハシ技研工業株式会社(愛知県東海市) '97/07 16本

木下製罐株式会社(兵庫県加古郡)

'04/12 3本

オプテックス株式会社(中国広東省)

8本

株式会社 木下製作所(京都府京都市)

'95/07 13本

株式会社 ＫＶＫ(岐阜県岐阜市)

オーム電機株式会社(静岡県引佐郡)
'97/07 15本
株式会社 オーラコスメティックス(群馬県邑楽郡) '99/05 7本

株式会社 木村電気工業(東京都北区)

'01/03 7本

株式会社 木屋製作所(埼玉県川越市)

'00/07 5本

KYBトロンデュール株式会社(新潟県三島郡) '97/04 13本
ケミ・コム・ジャパン株式会社(神奈川県横浜市) '06/08 51本

オリエンタルモーター株式会社(山梨県甲斐市) '07/04 23本

株式会社 キャステク(長野県小県郡)

'03/10 1本

KENWOOD ELECTRONICS TECHNOLOGIES(M)SDN.BHD(マレーシア)

'02/03 6本

オリエンタルモーターテック株式会社(千葉県柏市) '97/10 12本

キヤノン株式会社(大田区下丸子)

'95/07 6本

株式会社 建厨(愛知県海部郡)

'00/03 1本

有限会社 ｵﾘｼﾞﾅｰｸﾛｽｼﾞｬｶﾞｰﾄﾞ(石川県小松市) '97/09

天津佳能有限公司(中国天津市)
'01/10 10本
佳能医療器械(大連)有限公司(遼寧省大連市) '18/05 20本

県立広島大学(広島県広島市)

'05/02 2本

7本

キヤノン電子株式会社(埼玉県秩父市)

株式会社 コアーズ(山梨県都留市)

'07/09 5本

3本

キヤノン電子管デバイス株式会社(栃木県大田原市) '03/03 40本

小糸工業株式会社(神奈川県横浜市)

'03/06 17本

キヤノンファインテックニスカ株式会社(山梨県巨摩郡) '01/03 8本

コイズミライティング株式会社(滋賀県蒲生郡) '05/12 10本

九州エナジス株式会社(鹿児島県日置市) '07/03 3本
九州大栄工業株式会社(佐賀県三養基郡) '99/01 14本

鉱研工業株式会社(神奈川県厚木市)

'08/11 15本

合志技研工業株式会社(熊本県合志市)

'12/07 6本

キュノ株式会社 (茨城県北茨城市)

杭州落合機械製造有限公司(中国杭州市) '04/12 3本
杭州神林電子有限公司(中国杭州市)
'02/09 19本

小野産業株式会社(栃木県上都賀郡)

オリンパス株式会社(長野県上伊那郡)
オリンパス株式会社(東京都八王子市)
オリンピア工業株式会社(東京都立川市)

'99/04

'01/02

1本

'05/07 23本
'04/12
'97/02

オリンピア照明株式会社
新潟工場(新潟県西蒲原郡)

'05/05 23本
奥林匹亜（上海）照明有限公司(中国上海市) '04/12 5本
Olympia Lighting Vietnam Co.,Ltd.(ベトナム) '16/04 5本

オルイー株式会社(静岡県浜松市)

'90/11
音戸神商精工(南通)有限公司(江蘇省南通市) '15/03

'10/09

'97/11 18本

'06/03 11本

2本

ｷｭｰﾋﾞｯｸ(天津)ﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(中国天津市)

'06/12 10本

5本

共栄産業株式会社 (三重県津市)

'08/06 2本

－－－ か －－－
柿沼金属精機有限公司(中国蘇州市)

'06/08 6本

7本

株式会社共栄製作所(埼玉県上尾市)

'18/07 1本

京セラ株式会社(埼玉県比企郡)

'00/03 24本
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ムラテックKDS株式会社(京都市南区)

'98/09 3本
'01/05 10本

－－－ こ －－－

合肥神林電子有限公司(中国安徽省)

'07/06 6本

杭州日保施行設備有限公司(中国杭州市) '03/03 5本
広州星野楽器製造有限公司(中国広州市) '03/09 7本

宏城工業株式会社(静岡県浜松市)

1本

ポリテクセンター埼玉(埼玉県さいたま市) '08/12 1本

'95/01

4本

是常（杭州）液圧機械有限公司(中国杭州市) '12/08 5本

財団法人 高知県産業振興ｾﾝﾀｰ(高知県高知市) '02/03

甲神電機株式会社(岡山県笠岡市)

'96/10

愛知(愛知県刈谷市)

'02/05 1本

ベトナム工場(ベトナム)

'03/01 1本

5本

株式会社 コンセック(広島県広島市)

'04/06 2本

三陽電器株式会社(東京都立川市)

'14/10 5本

江蘇理研精工汽車配件有限公司(中国常州市) '05/04

3本

近藤金型精工株式会社(大田区中央)

'96/09 3本

山陽電気工業株式会社(広島県福山市)

'99/08 1本

株式会社 高知ミツトヨ(高知県高岡郡)

7本

株式会社近藤鉄工(愛知県半田市)

'96/02 2本

株式会社 サンライト(福島県安達郡)

'98/02 7本

株式会社 さんれい製造(島根県安来市)

'92/04 4本

'14/12

株式会社 郷鉄工所(岐阜県不破郡)

'13/01 10本

株式会社 光南 (愛知県西尾市)

'07/03 15本

鋼鈑工業株式会社(山口県下松市)

'93/10

1本

神戸インターナショナル株式会社(兵庫県神戸市) '03/09 50本

株式会社 ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ･ﾋﾞｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ(名古屋市中区) '04/10 17本

－－－ さ －－－
Siam Sanyo Special Steel Co. Ltd(タイ)
株式会社 ザイン(福島県郡山市)

サンワ株式会社
'15/07 5本

横浜営業所(神奈川県横浜市)

'00/06 7本

'01/08 9本

群馬工場(群馬県吾妻郡)

'01/10 7本

2本

雁田財迎五金電子厰(中国東莞市)

'96/04

1本

有限会社 佐伯製作所(兵庫県神崎郡)

'03/06 3本

三和化工株式会社(群馬県前橋市)

'04/02

4本

栄産業株式会社(富山県魚津市)

'17/03 1本

株式会社三和製作所(福島県西白河郡)

'97/09 4本

'06/03

8本

株式会社 栄電子(神奈川県横浜市)

'89/08 1本

三和電器産業株式会社(静岡県浜松市)

'99/05 6本

研光電子（無錫）有限公司(中国無錫市) '02/02

9本

株式会社 さかえ屋(福岡県嘉穂郡)

'97/04 1本

神戸ｼｬｰﾘﾝｸﾞ株式会社(兵庫県加古郡播磨町) '97/07

株式会社 神戸風月堂(兵庫県神戸市)
光洋電子工業株式会社(東京都小平市)
中国工場(中国)

'06/04 8本

中国工場(中国昆山市)

'04/04 3本
'02/05 10本

－－－ し －－－

株式会社 興和工業所(愛知県名古屋市) '00/12
興和紡績 株式会社(三重県松阪市)
'05/04

4本

株式会社サーキットデザイン(長野県南安曇野市) '06/08 10本

6本

株式会社 桜井製作所(静岡県浜松市)

'98/03 17本

シー･アール･ケー株式会社(群馬県高崎市) '98/08 4本
JMS Singapore Pte Ltd (シンガポール) '16/06 10本

国際工芸株式会社(福岡県田川市)

1本

サクラ工業株式会社(静岡県浜松市)

'07/07 2本

ジェイティエス電装株式会社(栃木県小山市) '98/11 4本

4本

ベトナム工場(ベトナム)

'04/10 12本

ジェイバス株式会社(石川県小松市)

'12/02 4本

'04/09

4本

タイ工場(タイ)

'06/10 6本

株式会社 シーエスラボ(群馬県館林市)

'05/06 5本

'12/5

6本

インド工場(インド)
'14/07 5本
PT.SAKURA JAVA INDNESIA(インドネシア) '10/04 19本

株式会社 古口工業(栃木県河内郡)
株式会社 呉光製作所(栃木県栃木市)
国誉商業（上海）有限公司(中国上海市)

'96/04
'06/04

KOKUYO VIETNAM Co.,Ltd.(ベトナム)

株式会社 ＧＭタイセー(群馬県藤岡市)
'92/07 5本
ジーエルサイエンス株式会社(福島県福島市) '04/01 5本

'06/08 6本
KOKUYO (MALAYSIA) SDN.BHD.(マレーシア) '13/02 15本

サクラ精機株式会社(長野県千曲市)

'08/05 3本

株式会社 ＣＫＰ(栃木県佐野市)

'00/07 38本

KOKUYO-IK (THAILAND) CO., LTD.(タイ) '13/07

佐竹鉄工株式会社 (広島県賀茂郡)

'06/09 3本

ｼｼｸｱﾄﾞｸﾗｲｽ株式会社(石川県金沢市)

'98/04 16本

株式会社シーズウェア(大阪府和泉市)

'05/11 25本

7本

コクヨファニチャー株式会社
芝山工場(千葉県山武郡)

'07/10 33本

サダシゲ特殊合板株式会社(広島県府中市) '13/10 5本
SUNNY PRECISION(M)SDN.BHD(マレーシア) '97/05 16本

三重工場(三重県名張市)

株式会社システムスクエア(新潟県長岡市) '05/02 5本

'07/10 50本

サノフィ・アベンティス株式会社(埼玉県川越市) '99/09 1本

G-TEKT AMERICA CORP.(アメリカミシガン州) '08/07 4本

株式会社 コシナ(長野県中野市)

'96/11 26本

佐橋工業株式会社(愛知県小牧市)

品川ファインセラミックス株式会社(岡山県備前市) '17/12 4本

株式会社 コーセー(中央区日本橋)

'95/08

SUMMIT HIROTANI SUGIHARA CO., LTD.(タイ) '14/02 5本

株式会社 芝浦電子(埼玉県さいたま市)

'98/07 10本

'11/12 17本

株式会社 サワダ製作所(兵庫県尼崎市)

'13/06 3本

株式会社シーピーエス(長野県茅野市)

'07/01 15本

株式会社 佐原 (岩手県一関市)

'00/05 15本

渋谷工業株式会社(兵庫県加西市)

'18/04 9本

栃木工場(栃木県塩谷郡)

'98/09 12本

株式会社 シーボン(栃木県河内郡)

'96/01 10本

村山工場(東京都武蔵村山市)

株式会社 コーメー(神奈川県高座郡)

1本

株式会社 コトブキ

'16/06 13本

'00/11 18本

株式会社 三栄精機製作所(福島県伊達郡) '96/03 5本
株式会社 サンキ(石川県河北郡)
'95/04 2本

寿ダイカスト工業株式会社(大阪府枚方市) '04/01 26本

三協プラスチック工業株式会社(広島県広島市) '05/01 5本

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ精密光学(大連)有限公司(中国大連市) '04/12 17本

株式会社 三協リール(千葉県千葉市)

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ株式会社(東京都日野市) '93/02

三恵株式会社 (静岡県磐田市)

'06/08 10本

株式会社 志摩電子工業(三重県志摩郡) '01/11 10本
シマネ益田電子株式会社(島根県益田市) '06/01 11本

'17/11 10本

株式会社 三恵舎(東京都世田谷区)

'13/06 5本

株式会社 シマノ

'95/07

1本

SANKO ELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD.(タイ) '12/10 8本

情報システムセンター(大阪府堺市)

'94/10 7本

2本

株式会社 産工社(愛知県春日井市)

'00/07 1本

下関工場(山口県下関市)

'98/10 1本

小牧プレス工業株式会社(愛知県犬山市) '95/04 1本
株式会社 コマツ (石川県小松市)
'08/01 15本
コマツキカイ株式会社(石川県小松市)
'09/09 7本

三工電機株式会社(広島県呉市)

'04/08 3本

サンコウ電子株式会社(静岡県磐田市)

'12/03 22本

サンコール精密有限公司(中国深セン市) '00/12 6本

株式会社 ジャバラ(兵庫県たつの市)

'15/05 10本

コマツキャブテック株式会社(滋賀県蒲生郡) '05/03 36本
小松シヤリング株式会社(石川県小松市) '02/06 3本

株式会社 三社電機イースタン(長野県茅野市) '14/09 30本

株式会社 ジャパンセル(東京都町田市)

'14/10 1本

株式会社 サンシン(福島県石川郡)

'04/01 11本

株式会社ジャパンリーコム(埼玉県東松山市) '98/12 15本

株式会社小松精機工作所(長野県諏訪市) '08/01 15本
ｺﾏﾂ･ｶﾐﾝｸﾞ･ｴﾝｼﾞﾝ株式会社(栃木県小山市) '94/03 1本

三省製薬株式会社(福岡県大野城市)

'02/01 10本

PT.SUNSTAR Engineering Indonesia(インドネシア) '07/07 15本

シャープ化学工業株式会社(大阪府堺市) '96/04 5本
上海麻沼化粧品有限公司(中国上海市) '13/07 3本

小林工業株式会社(静岡県富士宮市)
株式会社 小林製作所(新潟県加茂市)
伍弁協業組合(静岡県浜松市)

株式会社 小松電業所(栃木県小山市)

'05/09

1本

'13/12 15本

島新精工株式会社(長野県安曇野市)
'07/12 5本
島津エンジニアリング株式会社(京都府京都市) '15/11 5本

有限会社 志村塗装工業(群馬県伊勢崎市) '06/09 5本
下田(香港)有限公司(中国香港市)
'05/09 4本

'06/11 12本

SUNSTAR Engineering(Thailand)Co.Ltd.(タイ) '01/09 11本

上海石田電子衝器有限公司(中国上海市) '01/04 14本

コム・サンヨー株式会社(大阪府大阪市)

'12/06

7本

上海臼井発動機零部件有限公司(中国上海市) '08/02 5本

コモタ株式会社(神奈川県川崎市)

'90/04

3本

Sunstar Singapore Pte. Ltd. (シンガポール) '08/07 7本
サンセイキ株式会社(愛知県名古屋市)
'99/06 1本

雇用能力開発機構

サンセイ電機株式会社(島根県大原郡)

近畿職業能力開発大学校(大阪府岸和田市) '13/02
近畿職業能力開発大学校(大阪府岸和田市) '99/03

1本

三泉化成株式会社(福岡県鞍手郡)

1本

九州職業能力開発大学校(福岡県北九州市) '99/03
石川職業能力開発短期大学校(石川県鳳至郡) '94/01

'98/05 1本

臼井自動車部品（佛山）有限公司(広東省佛山市) '09/06 ６本

臼井管路系統（合肥）有限公司(中国合肥市) '15/06 3本

'98/06 20本

上海勝代機械有限公司(中国上海市)

'02/04 5本

上海中尾五金有限公司(中国上海市)

'10/04 5本

1本

サンタ軽金属工業株式会社(長野県上田市) '09/05 11本
株式会社 サンテクトロ(広島県広島市)
'90/11 4本

1本

サン電子工業株式会社(埼玉県秩父市)

北陸職業能力開発短期大学校(富山県魚津市) '00/02

2本

'05/07 25本
株式会社 産能コンサルティング(渋谷区笹塚) '91/03 1本

宮城県職業能力開発短期大学校(宮城県栗原郡) '00/03

2本

三發電器製造厰有限公司(中国東莞市)

上海大丸興業国際貿易有限公司(中国上海市) '03/11 5本

上海東全橡膠工業有限公司(中国上海市) '09/03 3本
上海燃宝控制器有限公司(中国上海市) '07/03 9本

'96/02 7本

上海好侍食品有限公司(中国上海市)

北海道職業能力開発大学校(北海道小樽市) '00/12 10本

サンプロス株式会社(静岡県浜北市)

'03/02 13本

上海富士丸料理器具有限公司(中国上海市) '94/08 4本

沖縄職業能力開発大学校(沖縄県沖縄市) '01/03

三宝産業株式会社(新潟県燕市)

'04/08 2本

上海三菱電機 (中国上海市)

'05/04 7本

サンユレジン株式会社(大阪府高槻市)

'92/10 1本

上海重機縫・機有限公司(中国上海市)

'05/05 8本

株式会社 三洋(大阪府八尾市)

'13/10 4本

ＪＵＫＩ株式会社(東京都多摩市)

山陽株式会社(大阪府八尾市)

'03/03 2本

新興重機工業有限公司(中国北京市)

'02/12 6本

重機(寧波)精密機械有限公司(中国寧波市) '99/07 33本

5本

関東職業能力開発大学校(栃木県小山市) '01/03 1本
職業能力開発総合大学校(東京都小平市) '13/02 25本
ポリテクセンター関西(大阪府摂津市)
'07/03 1本

ポリテクセンター兵庫(兵庫県尼崎市)

'07/03

1本

ポリテクセンター京都(京都府長岡京市) '07/03
ポリテクセンター千葉(千葉県千葉市)
'07/04

1本

ポリテクセンター富山(富山県高岡市)

'07/04

天津工場 (中国天津市)
三洋ITソリューションズ株式会社

'01/15 19本

重機(上海)工業有限公司(中国上海市)

'06/11 10本

'02/02 7本

JUKI広島株式会社(広島県三次市)

'94/01 6本

'96/02 12本

ジューキ会津プレシジョン株式会社(福島県耶麻郡) '05/01 15本

1本

'99/04 24本

1本

岐阜工場(岐阜県安八郡)
中国工場(中国蘇州市)

'07/04

1本

ポリテクセンター熊本(熊本県合志市)

'07/04

1本

株式会社 三陽製作所(愛知県刈谷市)
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'99/05 14本
'97/02 2本

重機(上海)工業有限公司(中国上海市)

兵庫工場(兵庫県加西市)

ポリテクセンター岡山(岡山県岡山市)

'13/10 7本

'02/05 1本

城南鋼鉄工業株式会社(大田区東糀谷)

'88/12 1本

株式会社 城南製作所(長野県小県郡)

'04/09

4本

株式会社 上陽(群馬県佐波郡)

'91/08

1本

正栄工業株式会社(岡山県瀬戸内市)

'10/11

2本

松栄電工株式会社(愛知県新城市)

'12/05 30本

株式会社昭和電気接点工業所(福岡県飯塚市) '07/12
昭和電線ケーブルシステム株式会社(神奈川県海老名市)

8本

'06/08 10本

住友金属鉱山株式会社(神奈川県大和市) '01/02 20本
住友ゴム工業株式会社(福島県白河市)
'96/02 7本

住友精密工業株式会社(兵庫県尼崎市)

'16/02 5本

住友電工電子製品（深セン）有限公司(中国深セン市) '11/12 35本
SUMITOMO ELECTRIC INTERCONNECT PRODUCTS(VIETNAM), LTD.(ベトナム)

'14/08 20本

住友電装株式会社

中国工場(中国)

'03/08 8本

Daikyo Corporation(Thailrand)LTD(タイ) '06/06 10本
株式会社 泰光(神奈川県相模原市)
'97/08 6本
大晃機械工業株式会社(山口県熊毛郡)

'06/10 4本

大晃機械(青島)有限公司(中国青島市)

'07/07 22本

株式会社 タイコーデバイス(栃木県大田原) '95/01 9本
株式会社 大庄(大田区東糀谷)
'97/11 2本

シライ電子工業株式会社(埼玉県川越市) '07/03 18本
辰栄製作株式会社(広島県庄原市)
'15/02 5本

四日市工場(三重県四日市市)

'93/11 1本

四日市工場(三重県四日市市)

'96/02 1本

株式会社 シンエイ・ハイテック(長野県長野市) '09/11

8本

四日市工場(三重県四日市市)

'02/09 5本

大進鉄工株式会社(栃木県小山市)
'00/09 11本
THAI STEEL PIPE INDUSTRY CO.,LTD(タイ) '02/11 10本

信越化学工業株式会社(福井県越前市)

1本

九州住電装株式会社(島根県大原郡)

'93/07 7本

太盛工業株式会社(大阪府寝屋川市)

'98/12 8本

6本

香港電装有限公司(中国広東省)

'03/06 15本

大山ハム株式会社(鳥取県米子市)

'03/04 5本

ダイソウ工業株式会社(三重県安芸郡)

'05/08 7本

株式会社 ダイチュウ(滋賀県伊香郡)

'06/09 5本

株式会社 信越精密(長野県東御市)

'06/09
'06/10

新キャタピラー三菱株式会社

株式会社 諏訪鉄工所(大阪府東大阪市) '96/01 2本

明石事業所製造部部品工作課(兵庫県明石市) '94/11 15本

明石事業所板金工作課(兵庫県明石市) '95/02 4本
株式会社 ナカハラ(兵庫県小野市)
'93/04 11本

新興機械株式会社(岐阜県安八郡)

2本

塩尻工場(長野県塩尻市)

'07/02 20本

塩尻工場(長野県塩尻市)

'94/06

神鋼造機株式会社 (岐阜県大垣市)
神鋼造機株式会社 (岐阜県大垣市)
ベトナム工場 (ベトナム)

1本

株式会社 正興C&E(福岡県福岡市)

1本

セイコー電子工業株式会社

'03/03 10本

株式会社 伸光製作所(長野県上伊那郡) '98/08
株式会社 伸興製作所(兵庫県神戸市)
'01/07

'08/08 5本

セイコーエプソン株式会社
松本工場(長野県松本市)

新晃空調工業株式会社(神奈川県秦野市) '05/02
神鋼建材株式会社(兵庫県尼崎市)
'89/09

株式会社 新晃製作所(愛知県新城市)

株式会社 生晃(栃木県鹿沼市)

4本

株式会社 二川工業製作所(兵庫県加古郡) '93/06

株式会社 コダイ(兵庫県加古川市)

－－－ せ －－－

'96/03 11本

株式会社大東計器製作所(広島県福山市) '15/11 4本
太平洋精機株式会社(新潟県上越市)
'07/03 10本
昆山太平洋精密機械有限公司(中国昆山市) '08/10 12本

'98/11 10本

大明金属工業株式会社(群馬県邑楽郡)

'17/05 8本

'07/06 5本

大宝浜松株式会社(静岡県磐田市)

'06/07 5本

ダイヤ工業株式会社(神奈川県横浜市)

'03/04 10本

'08/12 15本

盛岡セイコー工業株式会社(岩手県岩手郡) '92/05 2本

ダイヤモンド電機株式会社(鳥取県鳥取市) '04/12 6本
株式会社 ダイユー(山形県新庄市)
'09/03 13本

5本

セイホーマックス株式会社(愛知県名古屋市) '15/05 2本

株式会社 太陽(高知県高知市)

2本

株式会社 精和工業所(兵庫県伊丹市)

'08/01 19本

大洋技研工業株式会社

'07/02 30本

株式会社 セキ(新潟県西蒲原郡)

'96/02 1本

本社(愛知県名古屋市)

'02/02 8本

'13/09

2本

株式会社 セコニック(長野県北安曇郡)

'07/01 10本

岐阜工場(岐阜県)

'99/05 5本

'17/12

2本

恵州賽科尼可科技有限公司(中国恵州市) '03/12 31本

TAIYO GIKEN（THAILAND）CO., LTD.(タイ) '13/10 8本

浙江臥龍科技服股有限公司(中国浙江省) '02/10 9本
浙江好侍食品有限公司(中国浙江省)
'17/12 5本

青島大洋技研摩托配件有限公司(中国山東省) '14/10 5本

太陽ケーブルテック株式会社(兵庫県豊岡市) '93/12 2本

浙江永康万事達有限公司(中国浙江省)

'03/01 3本

大洋産業株式会社(三重県桑名市)

'05/04 5本

'01/08 1本

大洋産業株式会社(愛知県大府市)

'11/01 5本
'95/04 2本

Shinsei Kogyo(Thailand)CO.,LTD.(タイ)

'06/12

3本

株式会社信州光電(長野県上伊那郡)

'18/07

5本

新電元工業株式会社

'94/10 1本

管理部事業管理課(埼玉県飯能市)

'09/03 42本

株式会社 瀬戸製作所(香川県三豊郡)

磁性部品部(埼玉県飯能市)

'09/08

6本

セト電子工業株式会社(富山県射水郡)

'94/03 1本

株式会社 太陽精密(宮城県柴田郡)

2本

セノー株式会社(千葉県松戸市)

'90/05 2本

株式会社大洋バルブ製作所(福島県白河市) '91/02 1本

ゼブラ株式会社(栃木県下都賀郡)

'03/07 41本

ダイワ株式会社 (石川県小松市)

'06/04 15本

'17/02 70本

泰和電気工業株式会社(埼玉県浦和市)

'93/01 6本

'17/05 10本

高岡化成工業合資会社(愛知県蒲郡市)

'14/03 5本

'98/06 1本

電子デバイス事業本部(埼玉県飯能市)

'16/08

新電元ｽﾘｰｲｰ株式会社(埼玉県飯能市) '07/08 12本
LUMPHUN SHINDENGEN CO., LTD.(タイ) '09/01 12本
新徳工業株式会社(兵庫県加西市)

'03/09

3本

SEMITEC株式会社(千葉県千葉市)
SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES INC.(フィリピン)

新日工業株式会社(愛知県蒲郡市)

'95/07 17本

セメダイン株式会社(愛知県碧南市)

新熱工業株式会社(茨城県日立市)

'95/10

2本

株式会社 セライズ(新潟県東頸城郡)

'01/06 5本

株式会社 タカギセイコー(富山県射水郡) '98/04 1本
株式会社 高砂アロマス(東京都大田区)
'95/03 5本

新立電機株式会社(山口県下松市)

'97/01

1本

株式会社千石(兵庫県加西市)

'12/07 15本

高島産業株式会社(長野県茅野市)

'10/09 7本

千石家電(深セン)有限公司(中国深セン市) '04/06 27本
東莞千石家電有限公司(中国東莞市)
'05/09 26本

高島精密製品廠 (中国深セン市)

'08/03 7本

株式会社 タカナワ(福島県安達郡)

'06/01 3本

千住電子工業株式会社(岩手県一関市)

Takane USA INC.(アメリカロサンゼルス)

'89/01 1本

株式会社 新和製作所(埼玉県入間郡)

'92/07

2本

信和油圧工業株式会社(兵庫県伊丹市)

'１７/01

３本

－－－ す －－－

千住スプリンクラー株式会社

株式会社 瑞光 (中国工場)

'04/12 21本

スガノ農機株式会社(茨城県稲敷郡)

'99/12

7本

丸森工場(岩手県一関市)

有限会社 杉浦加工(愛知県岡崎市)

'06/10

3本

'04/10

4本

スコービルジャパン株式会社(埼玉県北足利郡) '90/02

2本

株式会社 杉山(長野県岡谷市)
鈴覚株式会社 (静岡県浜松市)

'05/07 18本

株式会社 鈴木(長野県須坂市)

'07/08

7本

高林製作所(石川県金沢市)

'95/02 4本

'93/11 13本

株式会社 高又製作所(新潟県三条市)

'96/04 1本

柴宿工場(岩手県一関市)

'04/05 5本

株式会社 高松製作所(長野県埴科郡)

'10/06 2本

丸森工場(岩手県一関市)

'08/05 1本

岩手工場(岩手県一関市)

'10/10 1本

タカラメディカル株式会社(兵庫県尼崎市) '97/02 10本
竹下工業株式会社(埼玉県所沢市)
'97/10 10本

陕西誉邦科技股份有限公司(陕西省西安市) '17/02 5本

－－－ そ －－－
株式会社創美工芸(大阪府八尾市)

スズキ株式会社
中国 重慶工場(中国重慶市)

'95/07

2本

高塚工場(静岡県浜松市)

'94/10

1本

株式会社 鈴木楽器製作所(静岡県浜松市) '09/06 11本
スズキ精密工業株式会社(静岡県引佐郡) '95/04 2本

'07/11 10本

SOHBI KOHGEI(Phils.)Inc.(フィリピン)
双和電機株式会社(京都市伏見区)

タケウチテクノ株式会社(愛知県名古屋市) '16/01 5本
株式会社 竹村製作所(群馬県藤岡市)
'03/07 4本

'17/06 5本

株式会社田代製作所(秋田県大館市)

'15/09 5本

株式会社 タダノエンジニアリング(香川県高松市) '98/01 3本

'98/04 1本

'15/05 5本

株式会社 タツノ(神奈川県横浜市)

'00/03 23本

株式会社 曽我部鉄工所(愛媛県新居浜市) '02/04 1本

株式会社 タツミ(新潟県見附市)

'99/03 5本

タツモ株式会社 (岡山県井原市)

'05/07 5本

株式会社 建林松鶴堂(埼玉県戸田市)

'94/04 1本

田中鉄工株式会社(大阪府八尾市)

'00/05 10本

株式会社 スズケン(愛知県丹羽郡)

'03/10

8本

索尼凱美高電子(蘇州)有限公司(中国蘇州市) '02/05 12本
ソニーテクノワークス株式会社(神奈川県厚木市) '97/02 20本

株式会社 スズゲン(静岡県浜松市)

'04/11

1本

Soldercoat Narita Phils.,Inc(フィリピン)

株式会社 鈴吉製作所(神奈川県相模原市) '99/11
スタンダード株式会社(長野県諏訪郡)
'08/07

1本

'16/12 4本

―－－ た －－－

株式会社 タニタハウジングウェア

5本

大一工具株式会社(静岡県浜松市)

'91/07 1本

東京本社(板橋区東坂下)

'01/02 5本

1本

第一製網株式会社(熊本県荒尾市)

'99/08 15本

秋田工場(秋田県仙北郡)

'01/02 5本

第一電波工業株式会社(板橋区高島平)

'99/07 3本

多摩川マイクロテップ株式会社(長野県飯田市) '03/10 6本

大栄工業株式会社(福島県安達郡)

'99/06 3本

株式会社 タムラ(福岡県粕屋郡)

'98/03 2本

'15/12 8本

田村製薬株式会社(埼玉県入間郡)

'05/06 6本

株式会社ダンレイ(神奈川県茅ヶ崎市)

'07/09 22本

株式会社 スタンレー(長野県飯田市)

'88/04

株式会社 ステック(長野県佐久市)

'06/09 15本

株式会社スニック
本社(静岡県磐田郡)

'95/04 15本

大栄工業株式会社(愛知県瀬戸市)

竜洋パイプ工場(静岡県磐田郡)

'00/01

Thai Kikuwa Ind.Co.,Ltd(タイ)

'04/10 6本
'03/07 15本
'07/06 66本

5本

株式会社スパンドニクス(埼玉県所沢市)

'04/08 12本

大旺鋼球製造株式会社(大阪府八尾市)

スプラト工業株式会社(静岡県浜松市)

'97/05

1本

大喜工業株式会社(大阪府岸和田市)

1本

大京株式会社

スペロセイキ株式会社(福岡県北九州市)

'94/08

住商フーズ株式会社(埼玉県さいたま市)

'12/09 20本

石川県小松市

'98/02 29本
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－－－ ち －－－
筑水農機(常州)有限公司(中国常州市)

'14/04 2本

株式会社 チノー(山形県天童市)

'05/08 17本

千葉金属工業株式会社(千葉県千葉市)

'10/07 5本

CHIBA METAL(HK)CO.,LTD(中国香港市) '10/08

CHIBA METAL(SH)CO.,LTD(中国上海市) '10/10
千葉経済短期大学 商経科経営情報専攻(千葉県千葉市)

Chai Manusu Body Co.,LTD.(タイ)

'92/04
'07/01

3本

株式会社 デンテック(板橋区清水町)

3本
1本

天然科学研究所株式会社(北海道札幌市) '17/11 1本
TENMA (THAILAND) CO., LTD. (タイ) '09/02 17本

大連東芝機車電気設備有限公司(中国大連市) '02/09 12本

9本

TENMA VIETNAM CO.,LTD. (ベトナム)

大連東芝広播電視系統有限公司(中国大連市) '03/03 6本

若柳工場(栃木県鹿沼市)
中国化工株式会社(岡山県倉敷市)

中国大連(中国大連市)

'02/10 10本

'04/10

1本

'02/03 1本

東京都青梅市(東京都青梅市)

'08/02 5本

'03/10

9本

桃栄金属工業株式会社

3本

'04/12 4本

1本

北関東工場(茨城県ひたちなか市)

'07/02 4本

東芝電脳(中国上海市)

'03/05 9本

東芝家用電器製造(南海)有限公司(広東省佛山市) '05/11 42本

'94/09

3本

東海エナジス株式会社(岐阜県加茂郡)

中部抵抗器株式会社(愛知県稲沢町)

'95/11

4本

東海佐賀株式会社(佐賀県多久市)

中部日本マルコ株式会社(愛知県小牧市) '95/01 5本
株式会社 千代田製作所(群馬県太田市) '08/10 10本
千与田電子有限公司(広東省東莞市)
'18/04 20本

'09/04 10本

南京普天王芝通信有限公司(中国南京市) '02/03 20本
寧波東芝華通開関設備有限公司(中国浙江省) '03/07 4本

PT. TOKAI RIKA INDONESIA(インドネシア) '13/02 4本

広州東芝白雲自動化系統有限公司(中国広州市) '05/01 4本

TOKAI RIKA(Thailand)(タイ)

株式会社 チルコーポレーション(滋賀県守山市) '95/07

TOKAI RIKA(Philippines)(フィリピン)

2本

－－－ つ －－－

'95/06

'04/04 6本

常州東芝変圧器有限会社(中国常州市) '06/12 5本
東芝機械株式会社
沼津事業所(静岡県沼津市)

THAI SEAT BELT CO.,LTD(タイ)

'05/07 3本

ひばりｹ丘情報ｼｽﾃﾑ部相模ｼｽﾃﾑ(神奈川県座間市) '95/09 26本

2本

佛山東海理化汽車部件有限公司(中国佛山市) '05/07 3本

東芝燃料電池システム株式会社(神奈川県横浜市) '05/09 5本

1本

天津東海理化汽車部件有限公司(中国天津市) '06/10 5本

東芝メディア機器株式会社(青森県三沢市) '08/10 30本

5本

株式会社 東海理化クリエイト(愛知県名古屋市) '10/07 3本

東進農業機械（常州）有限公司(江蘇省常州市) '14/12 5本

5本

無錫理昌科技有限公司(中国江蘇省)

津田工業株式会社

東京医研株式会社(東京都稲城市)
'95/04

'04/12 7本

広州東芝白雲電器設備有限公司(中国広州市) '04/06 8本

Tokai Rika Minda India Private Limited.(インド) '10/03 4本

'17/09 40本

'95/02

'01/07 20本

株式会社 東海ベルテクノ(岐阜県瑞浪市) '95/02 1本
株式会社 東海理化(愛知県丹羽郡)
'02/01 5本

千代田電子（嘉興）有限公司(浙江省嘉興市) '13/02 10本

ツオイスモールド株式会社(福島県安達郡) '91/09
ツカサ工機株式会社(愛知県小牧市)
'97/08

東芝大連有限公司(中国大連市)
'03/07 20本
東芝大連有限公司(ﾓｰﾀｰ工場)(中国大連市) '04/02 20本

八日市工場(滋賀県八日市市)

中小企業事業団(港区虎の門)

本社工場(埼玉県比企郡)

デジタルメディアネットワーク社
'87/10 16本

'08/03

川里工場(埼玉県鴻巣市)

'01/04 22本

東亜電機工業株式会社(石川県小松市)

'03/02

ツジセイ製菓株式会社(香川県高松市)

'96/03 9本

東芝電梯(瀋陽)有限公司(中国瀋陽市)

'04/10 19本

中国ハーネス株式会社(島根県大原郡)

ツカサ電工株式会社(宮崎県都城市)

常州東芝変圧器(中国常州市)

株式会社 トアック(千代田区外神田)

中国電器製造株式会社(広島県広島市)

ツインバード工業株式会社(新潟県燕市)

'10/09 5本

－－－ と －－－

株式会社 チューオー
鹿沼工場(栃木県鹿沼市)

'04/10 5本

1本

東京医研株式会社(東京都稲城市)

'95/09 1本

'03/08 3本

株式会社TOSEI(静岡県伊豆の国市)

'00/09 3本

東ソーハイテック株式会社(山口県周南市) '95/09 4本
TOTO 東陶機器株式会社

'12/10 3本

'05/06 30本

1本

東京ｴﾚｸﾄﾛﾆﾂｸｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社(神奈川県川崎市) '05/11 20本

小倉工場(福岡県北九州市)

'95/06 2本

筒中プラスチック工業株式会社(栃木県鹿沼市) '95/01

3本

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝﾃﾞﾊﾞｲｽ株式会社(東京都府中市) '07/02 1本

行橋工場(福岡県行橋市)

'98/03 3本

TSUBAKIMOTO AUTOMOTIVE(タイ)

4本

東京化学工業株式会社

椿本機械(上海)有限公司(中国上海市)

'09/11

'06/10

'06/10 10本

株式会社 椿本チエイン

東陶インフォム株式会社(神奈川県茅ヶ崎市) '99/11 3本

川越工場(埼玉県川越市)

6本

TOTOウォシュレットテクノ株式会社(福岡県北九州市) '03/04 1本

神戸工場(兵庫県神戸市)

6本

東陶（上海）有限公司(中国上海市)
'03/01 19本
TOTO MALAYSIA SDN. BHD.(マレーシア) '03/10 10本

埼玉工場(埼玉県飯能市)

'03/10 20本

東京計器株式会社(栃木県矢板市)

埼玉工場(埼玉県飯能市)

'16/09 70本

東京パーツ工業株式会社(群馬県伊勢崎市) '94/09 3本

'04/09

5本

東京フジ株式会社(埼玉県鴻巣市)

'18/12

5本

東京理化器械株式会社(宮城県本吉郡)

中国工場(中国)
TSURUMI PUMP VIET NAM(ベトナム)

－－－ て －－－
DIA Modern Engineering(Thailand)Co.,LTD.(タイ) '04/03

5本

株式会社 ＴＲＩエンジニアリング(愛知県小牧市) '09/06

3本

THKリズム株式会社

'99/04 40本

'90/11 5本

'97/05 7本

'13/12 15本

東プレ岐阜株式会社(岐阜県加茂郡)

'00/10 1本

株式会社藤光機械製作所(埼玉県さいたま市) '08/07 3本

トウペ株式会社(茨城県猿島郡)

'99/05 2本

東宏工業株式会社(愛知県稲沢市)

株式会社 東邦化学研究所(千葉県市原市) '03/08 6本
東邦車輛株式会社(群馬県邑楽郡)
'12/06 20本

新工場(稲沢市北島町)

'05/01 12本
'07/06 2本

東光東芝メーターシステムズ株式会社(神奈川県川崎市) '96/03 16本

株式会社 東北クリスタル(山形県山形市)

株式会社 東芝

東北電機製造株式会社(宮城県多賀城市) '03/07 6本
株式会社 東陽(長野県塩尻市)
'03/11 7本

本社 (静岡県浜松市)

'08/04 10本

中国工場 (広東省広州市)

'08/04

9本

社会インフラシステム社(港区芝浦)

'02/07 1本

'01/06

2本

社会ネットワークインフラ社(港区芝浦)

'04/02 1本
'01/09 1本

株式会社 ティエス(茨城県北茨城市)

東陶機器（広州）有限公司(中国広州市) '10/11 1本
東特巻線株式会社(長野県小県郡)

'95/10 5本

東洋インキ製造株式会社(埼玉県川越市) '98/12 1本
東洋エレメント工業株式会社

ティ・エス精機株式会社(滋賀県蒲生郡)

'96/02

1本

深谷工場(埼玉県深谷市)

TS Tech Trimont Mfg.Inc.(カナダ)

'08/02

7本

Toshiba Transmission & Distributio Systems Ltd(ベトナム)

'08/09 8本

栃木工場(栃木県那須郡)

'99/02 13本

浜川崎工場(神奈川県川崎市)

'08/12 5本

本社工場(神奈川県川崎市)

'99/02 2本

帝国通信工業株式会社(神奈川県川崎市) '98/08 6本
株式会社 ディード(栃木県矢板市)
'97/11 20本
T.U.W TEXTILE CO.,LTD.(タイ)
'04/09 27本

THAI PARFUN Co., Ltd. (タイ)

'04/09 15本

PT.DEIN PRIMA GENERATOR(インドネシア) '03/10

5本

東芝EIｺﾝﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑ株式会社(愛媛県松山市) '04/03 6本
東芝インフォメーションシステムズ株式会社(神奈川県横浜市)

東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ株式会社(東京都府中市)
TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS(THAILAND)CO.,LTD(タイ)

東陽化成株式会社

'09/07 3本

本社(世田谷区宇奈根)

'95/05 2本

'04/07 2本

東京工場(世田谷区喜多見)

'95/05 4本

'04/02 18本

株式会社 ﾃｸﾉﾌﾚｯｸｽ･ﾄｰﾗ(中央区入船)

'96/01 24本

東芝コンピュータテクノロジー株式会社(東京都青梅市) '10/01 20本

株式会社寺内製作所(徳島県徳島市)

成田工場(千葉県香取郡)

'95/05 4本

東陽機器工業株式会社(栃木県矢板市)

'07/07 10本
'99/05 2本

'18/03 20本

東芝産業機器システム株式会社(三重県三重郡) '16/02 3本

東洋金属株式会社(広島県福山市)

テラダイン株式会社(目黒区東山)

'89/12

1本

東芝ホクト電子株式会社(北海道旭川市) '03/03 12本

東洋金属化工株式会社(大阪府藤井寺市) '99/06 4本

株式会社 寺田製作所(静岡県榛原郡)

'98/09

3本

株式会社テラ・テック(石川県羽咋郡)

'18/10

株式会社東洋スチール製作所(香川県香川郡) '05/01 4本

1本

'03/05 7本
浜岡東芝ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ株式会社(静岡県小笠郡) '97/09 12本

東芝ライテック株式会社(神奈川県横須賀市) '05/03 5本

エプソントヨコム株式会社(福島県伊達郡) '05/08 21本
東レ株式会社

TOSHIBA HOKUTO ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD.(タイ)

株式会社東洋テックス(三重県三重郡)

テラメックス株式会社(京都府京都市)

'91/01

1本

TERAL THAI CO.,LTD. (タイ)

'08/01

4本

鹿沼工場(栃木県鹿沼市)

'06/08 25本

株式会社 デルタ・アラット(埼玉県川口市) '92/10
テルモ株式会社

1本

横須賀工場(神奈川県横須賀市)

'06/08 15本

滋賀事業場(滋賀県大津市)

横須賀工場(神奈川県横須賀市)

'08/01 5本

愛媛工場(愛媛県伊予郡)

長井工場(山形県長井市)

'06/08 15本

株式会社 東和化学(品川区西大井)

甲府工場(山梨県中巨摩郡)

'18/02 10本

'94/03 1本
'95/09 1本

'99/11

3本

泰尓茂医療産品(杭州)有限公司(中国杭州市) '02/04

8本

今治事業所(愛媛県今治市)

'03/04 2本

同和工業株式会社(栃木県下都賀郡)

'95/03 5本

1本

中国工場(中国)

'03/12 6本

株式会社 東和製作所(品川区大森西)

'89/03 1本

株式会社 テレシステムズ(大阪市浪速区) '92/10
デンカ株式会社(福岡県大牟田市)
第５製造部

哈利盛東芝照明(昆山)有限公司(江蘇省昆山市) '03/08 25本

'04/12 12本

哈利盛東芝照明(昆山)有限公司(江蘇省昆山市) '07/03 15本

第３製造部

'07/01

HARISON ENGINEERING KOREA CO.,LTD.(韓国ソウル市)

第４製造部

8本

'04/04 56本

'01/07 10本

トキコ技研株式会社
綾瀬事業所(神奈川県綾瀬市)

'95/06 2本

東機工汽車部件蘇州有限公司(中国蘇州市) '06/11 10本

'07/03 10本

ETA廊坊電科院東芝避雷器有限公司(中国河北省) '02/10 5本

TOKICO(Thailand)LTD(タイ)

'07/03 10本

天津三電汽車空調有限公司(中国天津市) '04/05 17本

河南平高東芝高圧開関有限公司(中国河南省) '01/09 10本

土岐津産業株式会社(岐阜県土岐市)

'98/08 2本

電装天精精密電子(天津)有限公司(中国天津市) '18/05

東芝電梯(中国)有限公司(中国上海市)

株式会社 常盤製作所(神奈川県鎌倉市) '01/02 6本

5本

- 5 of 9 -

'02/12 20本

株式会社 巧和工業所(愛知県名古屋市) '14/09 1本
株式会社 常磐谷沢製作所(茨城県北茨城市) '03/04 30本

中村ライト工業株式会社(大阪府東大阪市) '97/06 7本
仲屋ブラシ工業株式会社(品川区南品川) '91/01 1本

日新工業株式会社 (神奈川県大和市)

'03/02 13本

日新電機株式会社(京都府京都市)

'94/07 1本

特殊電極株式会社(兵庫県尼崎市)

ドクタージャパン株式会社(埼玉県行田市) '07/08 7本
株式会社 トクヤマデンタル(茨城県神栖市) '12/09 10本
株式会社 土佐製作(神奈川県川崎市)
'90/11 3本

中山富拉司特工業有限公司(中国広東省) '04/02 11本
長良製紙株式会社(岐阜県瑞穂市)
'13/12 6本

日清紡績株式会社(愛知県名古屋市)
'02/11 1本
日清紡メカトロニクス株式会社(静岡県浜松市) '16/09 5本

Nabtesco Automotive Products(Thailand)Co.,Ltd.(タイ) '13/07 18本

日生技研株式会社(埼玉県上尾市)

'91/01 3本

株式会社ナベヤ(岐阜県岐阜市)

'16/12 25本

日端鹿嶋株式会社(神奈川県川崎市)

'06/04 4本

寿原株式会社(愛知県稲沢市)

株式会社 波里(栃木県佐野市)

'98/04 2本

日鉄工営株式会社(神奈川県横浜市)

'17/12 5本

奈良スポーツ株式会社(奈良県磯城郡)

'90/11 1本

日東製網株式会社(広島県福山市)

'95/05 2本

日東電工株式会社(宮城県玉造郡)

'97/06 21本

日東電線工業株式会社(茨城県岩井市)

'05/12 40本

日東電線工業(杭州)有限公司(中国杭州市) '08/04 8本
日東電線工業(衢州)有限公司(中国衢州市) '08/04 5本

'12/08

1本

'15/05 10本

トステム株式会社
藤花工場(茨城県下妻市)

'92/09

2本

株式会社 トータルシステム(岩手県水沢市) '03/04
栃木エーエルシー株式会社(栃木県塩谷郡) '07/02

2本

株式会社 成田製作所(愛知県名古屋市) '14/03 20本
ナルト金属株式会社(大阪府大阪市)
'17/10 8本

5本

株式会社 ナンシン(長野県上伊那郡)

栃木日信株式会社(栃木県下都賀郡)

'08/09

8本

南部化成株式会社

栃木富士産業株式会社(栃木県栃木市)

'04/04

1本

裾野工場(静岡県裾野市)

4本

東莞鳳崗天堂園南部塑膠製品厰(中国広東省) '01/08 9本

3本

九州南部化成株式会社(大分県玖珠郡) '11/03 5本

株式会社 トーツー創研(埼玉県東松山市) '99/02
株式会社 トップ(埼玉県越谷市)
'01/06
となみの工業株式会社(富山県東礪波郡) '04/07
株式会社 トーノ精密(岩手県岩手郡)
'94/03
株式会社土橋製作所(山梨県笛吹市)

3本
1本

'07/06 13本

TOPY FASTENERS(THAILAND)LTD.
第一工場(タイ)
第二工場(タイ)
株式会社 トミーテック(栃木県下都賀郡)
富山住機株式会社(富山県礪波市)

'01/10 10本

－－－ に －－－
新潟県工業技術センター(新潟県新潟市) '89/12 2本
新潟原動機株式会社(新潟県新潟市)
'90/07 1本

日東紡株式会社(福島県福島市)

'01/05 1本

NITTO MATEX(THAILAND)CO.,LTD.(タイ) '02/12 24本
日特エンジニアリング株式会社(福島県伊達郡) '96/01 21本

ニッポ電工株式会社(秋田県南秋田郡)

'97/04 17本

日邦電機株式会社(長野県下伊那)

'18/06 10本

日本圧延工業株式会社(滋賀県東近江市) '05/09 11本
日本圧着端子製造株式会社(アメリカイリノイ州) '96/05 10本

株式会社ニイガタマシンテクノ(新潟県新潟市)

'18/05 10本

'98/07 24本

新里機工株式会社(足立区鹿浜)

'91/02 1本

NIHON-ISUED(Thailand) CO.,LTD.(タイ) '12/04 3本

'02/02

ニコスター株式会社(神奈川県横浜市)

'00/01 7本

日本化工機材株式会社(神奈川県相模原市) '03/08 30本

1本

'99/11 18本
'93/05 15本

トーヨーカネツ株式会社
千葉工場(千葉県木更津市)

'95/06

1本

マレーシア工場(マレーシア)

'95/06

トーヨーコーケン株式会社(神奈川県横浜市) '99/06

豊田合成株式会社(愛知県西春日井郡)

'04/04 3本

'96/12

株式会社 ニコン

NIHON GARTER PHILIPPINES.,INC.(フィリピン) '08/07 8本

株式会社 ニコン(品川区西大井)

'04/07 3本

株式会社 ニコン(品川区西大井)

'08/01 5本

日本カーボン株式会社(滋賀県近江八幡市) '17/04 5本
株式会社 日本起重機製作所(栃木県小山市) '91/11 2本

日本クーラー株式会社(兵庫県西宮市)

'16/01 2本

1本

株式会社 ニコンシステム(品川区西大井) '04/06 12本
株式会社 仙台ニコン(宮城県名取市)
'04/03 49本

日本建装株式会社(香川県仲多度郡)

'99/12 5本

6本

株式会社 仙台ニコン(宮城県名取市)

日本高圧電気株式会社(愛知県大府市)

'00/06 6本

2本

株式会社 栃木ニコン(栃木県大田原市) '04/01 70本
株式会社 栃木ニコン(栃木県大田原市) '07/11 30本

日本工機株式会社 (香川県三豊市)

'07/05 6本

ﾃｨｰｴﾇｱｲ工業株式会社(栃木県大田原市) '04/04 30本

日本システム開発株式会社(兵庫県宝塚市) '93/04 14本
日本ＧＴ株式会社(山形県西置賜郡)
'93/12 11本

日本自動ドア株式会社

トヨタ紡織株式会社

'06/02 4本

愛知工場(愛知県豊田市)

'01/12

2本

米国工場(アメリカ)

'01/12

6本

尼康光学儀器有限公司(中国無錫市)

'03/02 30本

株式会社トヨダプロダクツ(群馬県桐生市) '18/07
豊中工業株式会社(愛知県豊田市)
'02/12

1本

NIKON(THAILAND)CO.,LTD.(タイ)

'03/01100本

東京工場(中野区上鷺宮)

'99/09 6本

3本

世田谷工業株式会社(山形県長井市)

'04/12 18本

北海道工場(北海道夕張郡)

'99/09 1本

トーラク株式会社(兵庫県神戸市)

4本

南京尼康江南光学儀器有限公司(中国上海市) '06/01 12本

'96/07

日本シール精工株式会社(大阪府堺市)

'96/06 11本

トーラク株式会社(兵庫県神戸市)

'03/02

3本

ドリームベット株式会社(広島県高田郡)

'96/11

1本

株式会社 西浦精機(神奈川県相模原市) '95/09 4本
西岡可鍛工業株式会社(愛知県豊田市) '05/07 10本

株式会社 ＴＲＩＮＣ(静岡県浜松市)

'04/09

6本

株式会社 ニシカワ(山形県東田川郡)

'01/09 6本

本社(神奈川県横浜市)

'98/11 1本

'97/12

2本

日亜化学工業株式会社(徳島県阿南市)

'04/05 10本

駒ヶ根工場(長野県駒ヶ根市)

'98/11 2本

東莞奥愛斯影音器材有限公司(中国広東省) '03/03

8本

ニチアスセラテック(長野県長野市)

株式会社 トロコイド(山形県南陽市)
東莞田淵電機厰(中国広東省)

'02/10 25本

東莞宏新電子有限公司(中国東莞市)

'05/01

5本

日本ジーローター株式会社(埼玉県熊谷市) '97/05 2本
日本シャフト株式会社

'05/07 14本

日本精密測器株式会社(群馬県渋川市)

株式会社 ニチネン(埼玉県上尾市)

'04/11 8本

日本ﾁｪﾝ･ｷﾞﾔｰ無段変速機株式会社(大田区西六郷) '97/09 1本

Nichivi Philippines Corp.(フィリピン)

'12/1 6本

'16/09 50本

日本電気株式会社

東莞東英電子工業有限公司(中国東莞市) '07/01 13本
東莞双葉金属製品有限公司(中国東莞市) '08/07 5本

NICHIYU FORKLIFT(THAILAND)CO.,LTD.(タイ) '12/05 11本

我孫子事業所（ベトナム向け）

'98/09 6本

株式会社 ニチラス(鳥取県米子市)

'07/10 6本

装置システム事業部(港区芝)

'94/01 2本

東莞古河東特光電有限公司(中国東莞市) '12/11

株式会社 ニチリン(兵庫県姫路市)

'08/09 15本

埼玉日本電気株式会社(埼玉県児玉郡) '93/01 2本

株式会社 ニチリン(インド工場)(インド)

'16/05 4本

日本電産京利機械(浙江)有限公司(中国浙江省) '11/04 33本

4本

株式会社 ニチリン(タイ工場)(タイ)

'18/03 4本

日本電産理徳機器装置（浙江）有限公司(中国浙江省) '11/09 20本

'17/07 5本

日本電産ｻﾝｷｮｰｼｰｴﾑｱｲ株式会社(静岡県裾野市) '02/06 6本

1本

－－－ な －－－
直本工業株式会社(大阪府東大阪市)

'94/05

中尾工業株式会社(佐賀県鳥栖市)

'11/03

4本

株式会社 ニチリン白山(三重県津市)

株式会社長尾工業(愛知県名古屋市)

'17/08

1本

NICHIRIN-FLEX U.S.A.,INC.(アメリカテキサス州) '13/04 6本

日本電産芝浦(浙江)有限公司(浙江省平湖市) '02/09 15本

'91/08

2本

日輪橡塑工業(上海)有限公司(中国上海市) '14/01 4本

日本電産テクノモータ株式会社(福井県小松市)

永井電子機器株式会社(神奈川県川崎市) '01/03
株式会社 中川機器製作所

5本

株式会社 ニチリン機工(兵庫県姫路市)

'94/05 10本

'08/02 5本
日本電産トーソク株式会社(神奈川県座間市) '98/05 4本

株式会社 ニチワ(宮崎県日南市)

'95/07 1本

日本電熱株式会社(長野県安曇野市)

株式会社 中尾製作所(三重県津市)

埼玉工場(埼玉県秩父郡)

'99/05

7本

宮崎工場(宮崎県児湯郡)

'02/11

5本

日活電線製造株式会社(愛知県名古屋市) '17/02 5本
日機装エイコー株式会社(東京都東村山市) '17/02 10本

'95/04

2本

日軽熱交株式会社(静岡県静岡市)

'12/10 5本

株式会社 中島電機工業(栃木県足利市) '00/07

株式会社 ナカザワ(富山県西礪波郡)

'08/01 10本

日本ドライケミカル株式会社
本社(品川区東品川)

'99/11 3本

福島製造部(福島県福島市)

'06/01 20本

1本

株式会社日功(新潟県新潟市)

'18/06 1本

日本ノッズル精機株式会社(埼玉県北葛飾群) '08/02 24本

NAGATAコーポレーション株式会社(栃木県野中市) '98/06

1本

日本ハイドロシステム工業株式会社(神奈川県横浜市) '18/03 1本

中津工業株式会社(岐阜県中津川市)

4本

日工ソリューションズ株式会社(中国広東省) '94/08 10本
日興電機工業株式会社(神奈川県秦野市) '04/08 5本

長津工業株式会社(京都府京都市)
小松西工場(石川県小松市)
中根精工株式会社(福島県石川郡)

'05/06

'05/10 24本

日幸ライト工業株式会社(愛知県常滑市)

'18/03 20本

日産自動車株式会社

'96/09 1本

'04/06

5本

株式会社 大和製作所(長野県岡谷市)

'90/09 3本

株式会社 中農製作所(大阪府東大阪市) '03/06
株式会社 中村製作所(埼玉県浦和市)
'96/03

1本

株式会社 三国製作所(群馬県新田郡)

'96/05 13本

3本

カナエ工業株式会社(静岡県富士宮市) '94/01 1本

株式会社 中村製作所(栃木県那須島山市) '06/10
中村製作所株式会社

8本

日産車体マニュファクチュアリング株式会社(京都府宇治市)

'97/03 2本
日産ディーゼル工業株式会社(埼玉県鴻巣市) '97/03 2本

日本発条株式会社
本社(神奈川県横浜市)

'93/12 2本

東北日発株式会社(岩手県北上市)

'94/01 4本

日本パワーブレーキ株式会社(神奈川県厚木市) '96/05 13本

日本無線株式会社(東京都三鷹市)

'01/04 6本

日本輸送機株式会社(京都府長岡京市)

'01/10 5本

上海力至優叉車製造有限公司 (中国上海市) '98/06 9本

'05/04

2本

日昌株式会社(大阪府大阪市)

'09/05 4本

日本ライフライン株式会社(東京都品川区) '07/01 11本
株式会社ニュースト(長野県長野市)
'07/01 5本

長野県上安曇野市(長野県上安曇野市) '07/07

3本

日新工機株式会社 (山梨県北巨摩郡)

'97/11 8本

株式会社 ニューマシン(大田区大森西)

長野県上伊那郡(長野県上伊那郡)
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'88/04 1本

ニューレジストン株式会社(大阪府和泉市) '01/04

1本

－－－ ぬ－－－
布目電機株式会社(愛知県愛西市)

'18/１0 10本

－－－ ね －－－

日立金属株式会社

富士商興株式会社(埼玉県戸田市)

'18/12 4本

真岡工場(栃木県真岡市)

'95/07 1本

熊谷工場(埼玉県熊谷市)

'97/12 1本

株式会社 藤沢製作所(東京都東大和市) '96/10 6本
藤沢電工株式会社(神奈川県高座郡)
'06/12 5本

安来工場(島根県安来市)

'99/11 22本

冨士製餡工業株式会社(大阪府豊中市)

鳥取工場(鳥取県鳥取市)

'02/08 23本

富士精工株式会社

'04/06 10本

株式会社 ネオックス(新潟県中魚沼郡)

'92/10

9本

PT Nesinak Industries(インドネシア)

'17/03

9本

青島海信日立空調系統有限公司(中国青島市) '03/12 21本

綾瀬工場 (神奈川県綾瀬市)

'94/12 10本

株式会社 ネットコムセック(東京都府中市) '03/02 25本
ネミコン株式会社(福島県西白河郡)
'02/11 23本

株式会社 日立ケーイーシステムズ(千葉県習志野市) '01/04 5本

大和工場 (神奈川県大和市)

'92/09 3本

－－－ の －－－

日立ケーブルプレシジョン株式会社(中国上海市) '05/12 5本

野田ハニー食品工業株式会社(徳島県吉野川市) '05/01

3本

日立小金井電子株式会社(東京都小平市) '93/12 5本
日立湘南電子株式会社(神奈川県横浜市) '96/12 14本

能都工業有限会社(静岡県清水市)

2本

株式会社日立製作所(神奈川県綾瀬市)

'95/10

1本

株式会社日立製作所(神奈川県横浜市)

ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙｽﾞ株式会社(北海道石狩郡) '91/02

1本

日立金属株式会社

株式会社 野中製作所(大阪府大阪市)

'91/03

株式会社 ノボル電機製作所(大阪府交野市) '95/05

竹松事業所(神奈川県南足柄郡)

'92/01 1本

Fuji Xerox Far East Limited.(中国香港市) '03/02 15本

'05/01 2本

富士施楽高科技(深ｾﾝ)有限公司(中国深セン市) '08/07 4本

'08/11 5本

富士通テンテクノセプタ株式会社(兵庫県神戸市) '16/02 10本

富士通特機システム株式会社(兵庫県明石市) '95/11 2本
'97/03 20本

株式会社 フジテック(埼玉県深谷市)

日高工場(茨城県日立市)

'02/01 8本

富士通電装国際有限公司(神奈川県川崎市) '96/04 1本

5本

日高工場(茨城県日立市)

'05/01 1本

富士通電装ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾘﾐﾃｯﾄﾞ(神奈川県川崎市) '02/06 4本

'07/07 10本

富士電機株式会社(長野県松本市)

5本

－－－ は －－－
パイオニア株式会社(大田区大森西)
'94/03
ハイテクウッド名古屋株式会社(愛知県愛西市) '15/12

富士ゼロックス株式会社

日高工場(茨城県日立市)

5本

日高工場(茨城県日立市)

株式会社ハイレックスコーポレーション(兵庫県宝塚市) '03/07

6本

日高工場(茨城県日立市)

'08/04 3本

株式会社 萩尾鐵工所(愛知県西条市)

'97/03 5本

'95/12 14本
富士電機エフテック株式会社(長野県松本市) '03/01 10本

6本

高砂工場(茨城県日立市)

'98/10 6本

富士内燃機工業株式会社(江東区塩浜)

'93/12 2本

橋本金属工業株式会社(足立区西新井本町) '92/10

1本

高砂工場(茨城県日立市)

'02/01 26本

株式会社フジノス(新潟県西蒲原郡)

'02/02 2本

橋本金属工業株式会社(兵庫県明石市)

5本

高砂工場(茨城県日立市)

'02/04 19本

'08/08

橋本電子工業株式会社(三重県松坂市)

'15/01

6本

高砂工場(茨城県日立市)

'05/01 7本

富士ファニチア株式会社(徳島県板野郡) '06/07 6本
藤原金属株式会社(兵庫県尼崎市)
'14/06 26本

株式会社長谷川製作所(富山県礪波市)

'16/07

1本

電線工場(茨城県日立市)

'02/01 10本

双葉工業株式会社(新潟県三条市)

'94/12 7本

1本

フィリピン工場(フィリピン)

'98/12 11本

フタバ産業株式会社(愛知県岡崎市)

'05/12 10本

'96/04

合資会社 長谷川製作所(大田区上池台) '88/09
発紘電機株式会社(石川県松任市)
'94/07
株式会社 八田電子(山梨県中巨摩郡)

'99/06

6本

華南電線加工有限公司(中国深セン市) '00/08 13本

6本

株式会社 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ｹｰﾌﾞﾙ･ｼｽﾃﾑｽﾞ(茨城県日立市) '03/03 6本

パナソニック株式会社
教育訓練センター(大阪府枚方市)

'91/09

1本

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社(福岡県筑後市) '02/12

2本

日立電線(蘇州)有限公司(中国蘇州市)

'03/08 22本

日立電線(蘇州)有限公司(中国蘇州市)

'03/09 16本

広州双葉汽車部件有限公司(中国広州市) '05/12 8本
長沙双葉汽車部件有限公司(中国湖南省) '12/06 5本

フタバ電子工業株式会社(三重県安芸郡) '94/03 16本
千里工場(三重県安芸郡)
'05/01 2本
中国工場(中国)

松下ﾎｰﾑｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ社(滋賀県草津市)

'08/04 10本

深セン日立電線有限公司(中国深セン市) '07/12 6本
日立マクセル株式会社(宮城県亘理郡)
'00/04 9本

松下ﾎｰﾑｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ社(滋賀県草津市)

'98/06

日立冷機有限公司(中国 広州从化市)

'02/01 10本

株式会社 フューチュアテック(神奈川県川崎市) '09/03 1本

'96/09 10本

日野精機株式会社(滋賀県蒲生郡)

'97/02 4本

ブラザー精密工業株式会社

株式会社ハラテックス(岐阜県揖斐郡)
浜松ガスケット株式会社(静岡県浜松市)

4本

'05/12 20本

ビー･ブラウン･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社(栃木県下都賀郡) '99/02 6本

株式会社 浜松製作所(埼玉県岩槻市)

'88/12

1本

株式会社 ヒューネット(中央区八重洲)

株式会社 浜松メカテック(静岡県浜松市)

'02/08

3本

株式会社 ハーマン
本社(大阪府大阪市)

日吉電装株式会社(神奈川県川崎市)
'96/09 2本
広島グラスビーズ工業株式会社(広島県福山市) '97/12 2本

PLASESS(THAILAND)Co.LTD.(タイ)

'05/04 8本

Pricon Microelectronics Inc.(フィリピン)

'04/01 17本

ヒロボー電機株式会社(広島県府中市)

BRIDGESTONE NCR COMPANY LIMITED(タイ) '15/01 3本

周防金属工業株式会社(愛知県大府市) '92/02

7本

－－－ ふ －－－

2本

株式会社フィアビラジャパン(福島県いわき市)

5本

FIGLA VIETNAM Co. Ltd.(ベトナム)

'92/09
'06/08

株式会社 汎建製作所(奈良県磯城郡)

'12/03 15本

PT Hanken Indonesia(インドネシア)

'14/05 10本

－－－ ひ －－－

'01/07 6本

'99/04 5本

古河機械金属株式会社
'17/9 5本
'18/10 10本

株式会社 ブイテック(茨城県ひたちなか市) '94/12 9本
Philinak Industries, Inc.(フィリピン)
'14/09 6本

株式会社深江工作所(福岡県遠賀郡)

'18/11 10本

ビー･エイチ･エヌ株式会社(兵庫県赤穂郡) '01/05 7本
ビー・エム工業株式会社(名古屋市緑区) '97/04 12本
株式会社 東浦電業社(兵庫県津名郡)
'95/05 2本

佛山燦陽精密沖圧有限公司(中国佛山市) '12/06 3本
佛山富士離合器有限公司(中国佛山市) '07/06 4本

東尾メック株式会社

武漢富拉司特汽車零部件有限公司(中国武漢市) '10/07 10本

アセンブルT(大阪府河内長野市)

'06/06

マレブルG(大阪府河内長野市)

'89/11 1本
'03/10 8本

1本

株式会社 パル技研(香川県高松市)

台湾工場 (台湾)

'05/01 3本
'02/10 1本

Plassis Hi-Tech Co.LTD.(タイ)

'93/03

株式会社 松下鉄工所(大阪府八尾市)

フマキラー株式会社(広島県佐伯郡)

株式会社 深井製作所(栃木県足利市)

'95/05 17本

吉井工場(群馬県多野郡)

'99/09 1本

足尾さく岩機株式会社(栃木県上都賀郡) '92/02 5本
フルタ電機株式会社(愛知県大府市)
'89/07 10本

プルトンチェン株式会社(埼玉県川口市)

'97/10 12本

古野電気株式会社
芦原工場(兵庫県西宮市)

'93/05 9本

西宮浜工場(兵庫県西宮市)

'95/08 18本

株式会社 プロト(愛知県刈谷市)

'03/06 7本

フレッグ食品工業株式会社(福井県吉田郡) '14/06 3本
PRONEC(THAILAND)CO.,LTD.(タイ)
'10/03 6本

福岡県工業技術ｾﾝﾀｰ機械電子研究所(福岡県北九州市)

'89/04 17本

'07/03 10本

福産電機工業株式会社(大田区西糀谷)

'94/03 3本

株式会社 ブローバック(長野県上田市)

'99/10 31本

株式会社福島ニチアス(福島県相馬郡)

'18/10 5本

フンドーダイ五葉株式会社(熊本県玉名市) '14/02 7本

光軽金属工業株式会社 (岡山県岡山市) '16/01 10本
株式会社 光製作所 (岐阜県大垣市)
'08/06 1本

株式会社 福島明工社(福島県岩瀬郡)

'97/06 3本

株式会社 フクダ(練馬区貫井)

'04/01 11本

株式会社 平安製作所(滋賀県高島郡)

'97/11 2本

株式会社 ビクター化学工業所(愛知県春日井市) '14/10

8本

福富金属株式会社(愛媛県大府市)

'98/09 8本

株式会社 ベッセル工業(大阪府大阪市)

'04/12 16本

株式会社 ピーコック(新潟県刈羽郡)

7本

株式会社 フクヤマ(愛知県豊川市)

'02/04 1本

株式会社 ベッセル島根(島根県仁多郡)

3本

株式会社 福山鉄工所(岡山県赤磐市)

'13/09 6本

仁多工場(仁多町)

'02/12 19本

8本

株式会社 富士(岡山県岡山市)

'09/04 4本

横田工場(横田町)

'02/12 6本

藤井光学株式会社(東京都豊島区)

'14/09 2本

ベバストジャパン株式会社(広島県東広島市) '03/04 30本

'04/10 17本

株式会社 ベルコ(神奈川県横浜市)
'89/11 1本
ベルモントﾌﾟﾗｽﾁｯｸ株式会社(富山県中新川郡) '94/07 4本

'94/06 4本

宝積飲料株式会社(広島県東広島市)

'95/09 6本
'04/01 5本

光ガラス株式会社(千葉県四街道市)

久冨電機株式会社(広島県福山市)
備前発条株式会社 (岡山県岡山市)

'00/10
'97/12
'98/07

8本

日立化成株式会社
彦根工場(滋賀県彦根市)

'00/08 60本

FUJI ELECTRIC INDUSTRY VIETNAM(ベトナム) '18/12 1本

名張工場(三重県名張市)

'00/11 12本

富士MFG株式会社(石川県能美郡)

埼玉工場(埼玉県大里郡)

'00/11 16本

株式会社 フジクラ

－－－ へ －－－

－－－ ほ －－－

株式会社 東北フジクラ(秋田県秋田市)

日立化成オートモーティブプロダクツ株式会社

'03/03 3本

広島工場(広島県広島市)

'01/06

2本

藤倉ゴム工業株式会社(福島県原町市)

'90/12 6本

株式会社 豊昭鉄工所(愛知県蒲郡市)

石川工場(石川県能美郡)

'01/10

3本

フジゲン株式会社 (長野県松本市)

'07/10 5本

株式会社 北越(富山県礪波市)

'93/06 1本

日立家用電器(蕪湖)有限公司(中国蕪湖市) '02/08 16本
日立儀器（蘇州）有限公司(中国蘇州市) '03/07 28本

Fujikoki America, Inc.(アメリカテキサス州) '10/03 15本
不二工業株式会社(山形県村山市)
'03/04 7本

株式会社 北伸(埼玉県北足立郡)

'92/01 17本

北東工業株式会社(愛知県海部郡)

'95/10 6本

日立儀器（大連）有限公司(中国大連市) '06/08 15本

富士航空電子株式会社(山梨県北都留郡) '96/03 1本

ホクモウ株式会社(石川県金沢市)

'94/02 3本
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－－－ み －－－

ホシザキ電機株式会社
愛知県豊明市(愛知県豊明市)

'96/03

中国工場(中国)

'06/08 16本

株式会社 ホステック(長野県岡谷市)

'09/05

3本

大阪工場(大阪府大阪市)
細谷火工株式会社(東京都あきる野市)

'98/09
'98/11

'91/09 14本

株式会社 本岡製作所(大阪府大阪市)

'99/06 4本

本山印刷株式会社(高知県高知市)

'99/11 6本

株式会社 本山製作所(宮城県黒川郡)

'13/09 5本

'07/03 5本

株式会社 森井製作所(秋田県平鹿郡)

'99/03 4本

瑞穂ミシン株式会社(愛知県名護者市)

'18/09 12本

モリタインテリア工業株式会社(福岡県三潴郡) '93/10 1本

5本

ミゼッティ工業株式会社(埼玉県秩父市)

'93/10 5本

守田光学工業株式会社(愛知県豊橋市)

'01/05 6本

2本

株式会社 ミゾグチ(長野県岡谷市)

'06/11 4本

モリックス株式会社(愛知県小牧市)

'15/07 5本

三谷伸銅株式会社(京都府京都市)

'02/04 5本

－－－ や －－－

株式会社 三谷精密 (福島県白河市)

'02/11 20本

株式会社 ヤガイ(山形県山形市)

'96/12 3本

株式会社 三谷バルブ(茨城県猿島郡)

'17/12 20本

株式会社矢島(長野県茅野市)

'18/02 1本

4本

株式会社 ポスト
広島(広島県安芸郡)

味覚糖株式会社(大阪府大阪市)

'06/09 17本

味覚糖食品(上海)有限公司(中国上海市) '06/09 9本

株式会社 ミクニ (長野県東御市)

穂高通信工業株式会社(長野県南安曇郡) '97/02 2本
ポニー電機株式会社(群馬県藤岡市)
'96/01 11本
株式会社細川製作所(長野県南安曇郡) '06/05 1本

三井化学株式会社

矢崎部品株式会社 大浜工場(静岡県小笠郡) '96/12 6本

ＨＯＹＡサービス株式会社(東京都立川市) '13/04
株式会社 ホリ(神奈川県横浜市)
'99/05

岩国大竹工場管材ｾﾝﾀｰ(広島県大竹市) '95/04 14本
三井金属鉱業株式会社(埼玉県上尾市) '00/04 3本

八洲興業販売株式会社(東京都中央区)

'17/10 5本

株式会社 ヤスイ(島根県八東郡)

'98/06 2本

安福ゴム工業株式会社(兵庫県神戸市)
'95/03 8本
株式会社 八幡電機製作所(兵庫県加古川市) '97/07 8本

2本
5本

株式会社 本宏製作所(新潟県西蒲原郡) '98/11 1本
香港日本精機有限公司(中国香港市)
'03/06 10本
ホンダ太陽株式会社

株式会社 光岡自動車(富山県婦負郡)

'99/04 3本

三芝工業株式会社(山形県上山市)

'92/04 2本

株式会社ミツバ(群馬県勢多郡)

'94/02 1本

山一電機株式会社(千葉県佐倉市)

'94/07 1本

山一電子(深セン)有限公司(中国深セン市) '04/05 12本
株式会社 ヤマキン(大阪市中央区)
'03/10 4本

下関造船所(山口県下関市)

'03/12 5本

山越合成株式会社(愛知県知多郡)

エアコン工場(中国青島市)

'94/03 5本

山崎産業株式会社(岡山県英田郡)

'00/04 6本

株式会社 山下製作所(広島県広島市)

'02/05 1本

株式会社 山添製作所(埼玉県川口市)

'11/06 8本

山田工機株式会社(神奈川県横須賀市)

'18/10 3本

別府工場(大分県別府市)

'99/01

4本

三菱鉛筆株式会社(群馬県藤岡市)

日出工場(大分県速見郡)

'99/07

5本

三菱重工業株式会社

株式会社 ホンマ製作所(新潟県白根市)

'95/02 11本

－－－ ま －－－
マイクロジェニックス株式会社(富山県砺波市) '01/10

1本

マイクロテクノ株式会社(広島県東広島市) '03/09
株式会社前田製作所(長野県長野市)
'09/08

5本

三菱重工工作機械株式会社(中国)

6本

三菱電機株式会社

牧野フライス技研株式会社(神奈川県愛甲郡) '94/06

3本

伊丹製作所(兵庫県尼崎市)

'95/02 1本

マークオプト株式会社(大阪府守口市)

三菱重工（常熟）機械有限公司(江蘇省常熟市) '10/01 10本

'15/10 5本

'18/04 8本

'16/03 3本

山田工業株式会社

1本

丸亀製作所(香川県丸亀市)

'95/08 2本

関が原工場(岐阜県不破郡)

'12/11 13本

株式会社マスダ(長野県上伊那郡)

'11/09 13本

郡山製作所(福島県郡山市)

'99/11 1本

藤原工場(三重県いなべ市)

'13/02 12本

増永眼鏡株式会社(福井県福井市)

'05/03

ダイセン株式会社(福井県三方上中郡)

'13/02 8本

MASPRO VIETNAM CO.,LTD(ベトナム)

'94/04

'12/05

1本

三菱電機照明株式会社(静岡県掛川市)

5本

三菱電機冷熱応用システム株式会社(和歌山県和歌山市)

'97/02 2本

山田電機(無錫)有限公司(江蘇省無錫市) '02/02 3本

ミナト光学工業株式会社(長野県飯田市)

'96/11 4本

株式会社 ヤマテｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(神奈川県相模原市) '99/11 3本

株式会社 松井製作所
大阪工場(大阪府大阪市)

'00/06
蘇州松井金属製品有限公司(江蘇省太倉市) '18/05

松江エルメック株式会社(島根県松江市)

8本

ミマキ電子部品株式会社(長野県東御市) '09/08 4本
ミマキ電子部品株式会社(長野県東御市) '10/10 1本

1本

株式会社 宮入バルブ製作所(山梨県南アルプス市) '11/09 25本

'99/12 13本

鳥取工場(鳥取県八頭郡郡)

'07/03 8本

ヤマトインダストリー株式会社
川越工場(埼玉県川越市)

'01/11 29本

大和高精密工業（深圳）有限公司(中国深セン市) '03/06 31本

1本

株式会社 宮内(神奈川県厚木市)

'98/05 2本

株式会社 ヤマトステンレス(大阪府堺市)

松江ナカバヤシ株式会社(島根県松江市) '91/04

2本

宮後工業株式会社(長野県埴科郡)

'13/03 10本

ヤマトプロテック株式会社(大阪府南河内郡) '96/06 4本

株式会社松崎マトリクステクノ(板橋区大山町) '06/02

1本

宮坂醸造株式会社(中野区野方)

'94/10 8本

株式会社 ヤマナカゴーキン広島(広島県賀茂郡) '94/06 2本

'01/11

'99/06 7本

6本

ミヤ電子株式会社(愛知県日進市)

'15/03 2本

株式会社 ヤマナカ広島(広島県賀茂郡)

鹿児島松下電子株式会社(鹿児島県日置郡) '04/03

5本

株式会社 宮平乳業(沖縄県糸満市)

'11/10 3本

ヤマハ株式会社

松田工業株式会社(三重県伊勢市)

4本

ミヤマ工業株式会社(愛知県西加茂郡)

'98/08 4本

豊岡工場(静岡県磐田郡)

'99/01 12本

株式会社 小沢精密工業(静岡県浜北市) '02/08 1本
有限会社 小沢鉄工所(静岡県浜北市) '02/06 1本

株式会社マツザワ(長野県下伊那郡)

'11/03

'04/02

'03/11 1本

'02/07 2本

株式会社 松田電機工業所(愛知県小牧市) '13/02 10本

ミヤマ精工株式会社(愛知県知立市)

MATSUDA DENKI(THAILAND)CO.,LTD.(タイ) '13/04

2本

株式会社 宮盛(秋田県南秋田郡)

'02/04 1本

マツダマイクロニクス株式会社(千葉県柏市) '95/09
松田薬品工業株式会社(愛媛県北条市) '97/02

5本

株式会社 三幸製作所(静岡県浜松市)

'98/03 15本

2本

有限会社松村鉄工所(高知県南国市)

3本

武蔵精密汽車部品（中山）有限公司(中国中山市) '05/09 8本

株式会社やまびこ(広島県山県群)

'16/08 6本

ムサシノ機器株式会社(福島県西白河郡) '03/10 ７本
無錫富士電機有限公司(中国無錫市)
'03/07 20本

山本機工株式会社(三重県多気郡)

'95/07 4本

有限会社 八幡屋プロダクツ(長野県長野市) '11/01 4本

'18/11

松本金属株式会社

－－－ む －－－

山隆工業有限会社(静岡県周智郡)

'02/08 3本

株式会社 ヤマハミュージカルプロダクツ(静岡県磐田郡) '02/06

本社(兵庫県西宮市)

'97/03

6本

岐阜工場(岐阜県養老郡)

'98/10

2本

上海電気富士電機電気（無錫）有限公司(中国無錫市) '13/12 11本

5本

－－－ ゆ －－－

松本精機株式会社(大阪市西淀川区)

'96/01

1本

松本重工業株式会社(広島県呉市)

'04/04

6本

株式会社 ムツミテクニカ(青森県南津軽郡) '04/05 2本
ムトー精工株式会社(岐阜県各務原市)
'96/03 2本

マドラス株式会社(愛知県名古屋市)

'04/11

6本

嘉興村上石崎汽車配件有限公司(中国嘉興市) '05/04 6本

株式会社 ユーシン東京(茨城県猿島郡)

'90/01 1本

2本

嘉興奥爾薩村上汽車配件有限公司(中国嘉興市) '11/08 6本

株式会社ユニ研(岐阜県中津川市)

'05/11 9本

5本

株式会社 村上製作所(群馬県安中市)

'03/02 5本

ユニタイト株式会社(兵庫県神戸市)

'04/05 15本

'09/08 4本

株式会社 ユニテックギア(埼玉県桶川市) '95/09 13本
ユニット株式会社(東京都板橋区)
'16/02 4本

マリーブ化粧品株式会社(愛知県一宮市) '87/04
株式会社丸ウ製陶所(愛知県瀬戸市)
'15/10
株式会社 丸五(岡山県倉敷市)

'05/11

3本

Muramoto USA Inc.(アメリカ)

丸三産業株式会社(愛媛県大州市)

'95/02

7本

株式会社ムロコーポレーション(栃木県宇都宮市) '99/01 3本

株式会社 丸順 (岐阜県大垣市)

'06/03

3本

マルタカ機器株式会社(神奈川県横浜市) '04/03 5本
株式会社マルニックス(埼玉県越谷市)
'06/08 13本
丸仁電子(南京)有限公司(中国南京市) '07/04 10本
株式会社マルニ木工(広島県広島市)
株式会社マルハ物産(徳島県板野郡)
マルボシ酢株式会社(福岡県田川郡)

ベトナム工場(ベトナム)

'06/03 4本

インドネシア工場(インドネシア)

'13/03 3本

－－－ め －－－

優星電子(上海)有限公司(中国上海市)

'02/08 13本

株式会社 ユーシン茨城(茨城県猿島郡)

'97/09 10本

株式会社ユニットプロダクツ(東京都板橋区) '16/08 4本
株式会社 ユニフロー(埼玉県本庄市)
'12/07 10本

株式会社ユビテック(品川区西五反田)

明電舎(杭州)電気系統有限公司(中国杭州市) '06/05 5本

'04/03 10本

－－－ よ －－－

2本

明治合成株式会社(宮城県古川市)

'01/05 8本

陽進技研株式会社(新潟県上越市)

'95/06 4本

'06/04

5本

盟友技研株式会社(福井県丹生郡)

'91/03 2本

横河電子機器株式会社(埼玉県入間市)

'89/09 1本

'97/11

3本

メイラ株式会社(岐阜県関市)

'96/12 1本

横手精工株式会社(秋田県横手市)

'99/07 6本

株式会社 名立電工(愛知県春日井市)

'04/02 19本

横浜ゴム株式会社(広島県尾道市)

'00/12 5本

'06/09

株式会社丸山製作所
本社(東京都千代田区)

'11/03

1本

株式会社メタルワン菱和(岡山県総社市)

'05/01 4本

株式会社 吉田製作所

タイ工場(タイ)

'11/03

4本

株式会社 メレック(東京都八王子市)

'97/10 4本

本社(東京都墨田区)

'03/11

7本

－－－ も －－－

株式会社 丸峰観光ホテル(福島県会津若松市) '04/02

2本

持田製薬株式会社(練馬区貫井)

'92/09 1本

四ッ葉油化株式会社(千葉県匝瑳郡)

'95/07 1本

株式会社 萬松(東京都新宿区)

6本

望月食品工業株式会社(静岡県庵原郡)

'01/12 1本

株式会社 米子シンコー(鳥取県米子市)

'00/02 4本

丸嘉工業株式会社(岐阜県各務原市)

'00/09
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茨城工場(茨城県稲敷郡)

'08/08 47本
'08/11 １本

ＹＯＮＥ株式会社(京都府京都市)

'96/06 11本

米沢電線株式会社(山形県米沢市)

'97/11

9本

米屋株式会社(千葉県成田市)

'93/06

1本

－－－ ら －－－
ライオンケミカル株式会社(茨城県神栖市) '07/08 20本
株式会社 ライジング(三重県多気郡)
'04/07 11本
東莞雷星電子有限公司(広東省東莞市) '15/02

6本

株式会社 ラインアイ(滋賀県長浜市)

'03/12

3本

ランスタッド株式会社(栃木県宇都宮市)

'10/06

3本

－－－ り －－－
理嘉工業股・有限公司(台湾桃園県)

'02/11 16本

力佳電機（香港）有限公司(中国深セン市) '16/08 27本
株式会社 リケン
業務開発部(埼玉県熊谷市)

'93/01 14本

環境システム部製造課(埼玉県熊谷市)

'98/04

理研精機株式会社(新潟県小千谷市)

2本

'05/11 15本

リコーエレメックス株式会社
恵那システムセンター(岐阜県恵那市)

'95/05

3本

中国広東省(中国広東省)

'01/01

1本

リコーシステム開発株式会社(神奈川県横浜市) '95/07

9本

理想科学工業株式会社(茨城県稲敷郡)

5本

'05/01

理想工業(香港)有限公司(中国深セン市) '03/07 25本
株式会社 リブドゥコーポレーション(愛媛県四国中央市) '09/07

7本

菱北電子株式会社(富山県富山市)

'93/09

4本

ルーサイト・ジャパン株式会社(東京都千代田区) '12/01

6本

ルービイ工業株式会社(福島県大沼郡)

'97/07

6本

株式会社 ルビコン(大阪府枚方市)

'93/03

1本

大阪工場(大阪市西区)

'93/01

5本

香川工場(香川県高松市)

'06/05

5本

香川工場(香川県高松市)

'08/10

6本

綾川工場(香川県綾川郡)

'08/01

6本

－－－ る －－－

－－－ れ －－－
株式会社 レクザム

株式会社 レーザックス(愛知県知立市)

'16/11 15本

株式会社 レニアス(広島県三原市)

'05/05 14本

連雲港康達智精密技術有限公司(中国連雲港市) '15/09

5本

－－－ ろ －－－
ローヤル電機株式会社(埼玉県大里郡)

'98/06 32本

株式会社ロブテックス(大阪府東大阪市)

'05/11

7本

鳥取ロブスターツール株式会社(鳥取県西伯郡) '00/05 12本

－－－ わ －－－
株式会社 ワイ・イー・データ(埼玉県入間市) '94/11 27本
株式会社 ﾜｲ･ﾃﾞｨｰ･ｶｽﾄﾏｻｰﾋﾞｽ(埼玉県入間市) '94/02

8本

株式会社 ワイエスデー(広島県東広島市) '15/10
株式会社 ワイエスフード(福岡県田川郡) '03/03

3本
6本

ＹＫＫ株式会社
パネル製造部(富山県滑川市)

'92/11

2本

ファスナー生産業務部(富山県黒部市)

'95/10

1本

産業機械技術センター(富山県黒部市)

'02/09

3本

津根精機株式会社(富山県下新川郡)

'03/02 11本

株式会社 ワカ製作所(長野県東筑摩郡)

'98/03

4本

株式会社 若林製作所(新潟県三条市)

'94/09

1本

和歌山ガーデンｸﾘｴｲﾄ株式会社(和歌山県海南市) '96/10

8本

若山精密工業株式会社(大阪府吹田市)

'96/10

6本

株式会社 渡辺金属工業所(静岡県磐田郡) '91/04
株式会社渡辺製作所(静岡県駿東郡)
'17/08

1本

株式会社 亘製作所 (神奈川県横浜市)

'08/02

5本

ワッティー株式会社(静岡県浜松市)

'02/09

6本

和同産業株式会社(岩手県花巻市)

'94/03

1本

5本

Wonderful Thai Electronics CO.,LTD (タイ) '05/12 11本
（その他）
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