
ＩＨＩ 泉精器製作所 ＮＧＫ

Ｉ／Ｏデータ 伊東電機 ＮＴＮ

アイグラフィック 泉電熱 エムシステム技研

アイコム イマオ エーモン

愛知時計電機 今井電機 ＬＧ

アイディアル イワサ商事 エレコム

ＩＤＥＣ 岩崎電気 エンジニア

相原電機 岩田製作所 大倉電気

ＡＰＣ イワブチ オークラ輸送機

アイホン インターユニット 大阪ジャッキ製作所

秋月電子 植田製作所 大崎電業社

朝日音響 ウシオ オータックス

旭計器 ウ゛ィ・アイ・シー オーディオテクニカ

アサヒ信号機 宇都宮電機製作所 オーデリック

吾妻電機 ＡＰＣ 大西電機工業

安立計器 ＡＭＤ ＯＤＵ

アズビル ＡＭＰ オートデスク

アズワン エ－アンドティ 大見工業

阿南電機 エクセン オーム電機

アピステ エコー電機製作所 岡谷電機

アプライドパワージャパン エコー電子 沖電線

アメリカン電機 ＳＭＣ 沖田製作所

アルプス電気 ＳＵＳ 小倉クラッチ

アルファラバル エスロン オサダ

アローセブン エスクラフト オジデン

アンリツ エナジーサポート 音羽電機

アンレット エニー 小野測器

ＥＡＯ エースサービス オプテックス

イージーオー ＳＥＷ－オイロドライブ オメガ社

イーズ エヌエスディ オリエンタルモーター

イーター電機 ＮＡ オリオン機械

ＥＡＴＯＮ ＮＯＫ オリンパス

飯山 エバラ オーバル

石崎産業 エフェクター

石崎電機製作所 エプソン

石塚電子 ＭＴＬインステゥルメンツ

石原ヒーター ＭＫエレクトロニクス

イズミ ＮＢＫ

ア行



カクタス 黒田精工

カシオ 黒田精機

春日電機 クロダニューマティクス

カスタム グラグテッウ

カナレ電気 玄人志向

カネテック ＫＨＤ

鎌倉製作所 ケル

鎌田信号機 ケンウッド（ＴＥＸＩＯ）

カメダデンキ ケンコー

加茂精工 小糸製作所

兼子産業株式会社 工進

河村電器産業 甲南電機

関西オートメイション 光洋電子工業

キーエンス コーヨー

菊水電子工業 興和化成

キコー技研 広栄商事

北川工業 コガネイ

北芝電機 国際電業

キッツ コクヨ

キトー コニシ

キムデン コパル電子、コパル

キャノン コビシ電気

京三製作所 五味電気計器

京セラ 小峰無線電機

共立継器 コンテック

共立電気計器 近藤製作所

共和

共和化学工業所

共和電業

協栄電機

協和電線

旭光通信

キングジム

倉敷化工

クラモ

栗田電機

グリーンハウス

呉工業

カ行



栄通信工業 シーティーケイ スーパ

坂口製作所 ＪＰＥ スギヤス

坂口電熱 シーピーアイテクノロジーズ 洲崎鋳工

坂詰製作所 シーメンス スターヒューズ

嵯峨電機工業 ジェフコム スタイル電子

サクサプレシジョン ジェルシステム スタンレ－電気

坂本電機 シチズン スナオ電気

サギノミヤ 指月電機製作所 住友重機械

サトーパーツ 品川商工 住友３Ｍ

サムタク 品川電線 住友電工ファインポリマー

産機 シナノケンシ 住友電線

サンクス 篠原電機 スリオジャパン

三桂製作所 芝軽粗材 スワロー電機

三基計装 柴田科学 正興機器製作所

サンケン電気 島田電機 スリーディー

サンコーシャ シマデン 星和電機

三晃電気工業 シムコジャパン セイコーエプソン

サンジェルマン シャープ ゼロワンオガタ

三社電機 シュナイダー 積水

三省電機 ジョージフィッシャー セコニック

サンテレホン ジョイント工業 摂津金属

サンデン 松電舎 セフティデンキ

サンハヤト 昭和電機 ｃｅｌｄｕｃ 

サンミューロン 昭和電線 千住金属

サンユー工業 ＪＯＨＮＳＯＮ センサ－タ・テクノロジ－ズ

山洋電気 新栄電器製作所 センテック

サンワ 新晃電機 双信電機

三和コネクタ研究所 伸興電線 ソニー

サンワサプライ シンデン ソルトン

三和シャッター 新電元工業

三和電気計器 新東電器

三和電機製作所 新コスモス電機

三和電業社 シンフォニアテクノロジー

三龍社 シンプロ社

ＣＫＤ 神保電器

ＳＩＣＫ 新明和工業

ＧＳユアサ 進和テック

シーシーエス スイデン

サ行



ＴＵＲＣＫ チノー 東京測定器材

第一エレクトロニクス 中部トミック 東京理工舎

第一電子工業（ＤＤＫ） 中央精機 東研（ＴＯＨＫＥＮ）

ダイキン工業 中央通商 東西電気産業

タイコエレクトロニクスアンプ 中央電機 東芝

大晃機械工業 中央防雷 東芝シュネデール

大電 中国電線 東芝シリコーン

大東通信機 ＴＷＩＮＢＩＲＤ 東芝ライテック

ダイドー電子 ツカサ電工 東電社

大都工業 ツバキエマソン 東邦製作所

ダイナテック 椿本チェーン 東邦電子工業

大日製作所 ツバメ無線 東洋技研

ダイヤトレンド 鶴賀電機 東洋計器

太陽 鶴見製作所 東洋測器

太洋電機産業 ティーエーエム 東洋ヒューズ

太陽電線 ＴＤＫラムダ 東洋電機

太陽誘電 帝国通信工業 東和制電工業

泰和 テイシン電機 トーケミ

大和電業 ＴＤＫ トム通信工業

高砂製作所 デジタル トーホー電業社

高砂電気工業 テクトロニクス 戸上電機製作所

タカチ電機工業 テスプロ 豊澄電源機器

高千穂 寺岡製作所 トラスコ

高見沢サイバテックス 寺田ポンプ製作所

タキゲン ＤＥＬＬ

タクミナ 電気計器

拓和 電研精機研究所

竹網製作所 デンソクテクノ

竹内製作所 電通産業

竹中エンジニアリング テラル

竹中電子工業 テンパール工業

ＴＡＣＯ ＴＯＡ

多治見無線電機 東栄電気工業

タツタ電線 東輝

田中産業 東京計器

ダナハーＩＣＧジャパン 東京計装

多摩川精機 東京コスモス

タマオ－ム 東京センサー

タ行



内外精機 日本ＡＭＰ

長岡特殊電線 日本碍子

長野計器 日本開閉器

ナカマック 日本カノマックス

中村電機製作所 日本ケミコン

ナダ電子 日本航空電子工業

七星科学研究所 日本コーバン

南部 日本サーボ

ニクニ 日本シーム工業

ニコン 日本精工（ＮＳＫ）

西垣ポンプ 日本ジッパー

西澤電機計器製作所 日本スタビライザー工業

西田製作所 日本セック

西田鉄工 日本ダイヤバルブ

西村電機 日本端子

ニチアス 日本抵抗器

ニチコン 日本デコラックス

日動工業 日本電熱

ニチフ 日本電産サーボ

日機 日本電産シンポ

日恵製作所 日本電産ネミコン

ニックス 日本電測

日幸電機製作所 日本バルーフ

日章計器工業 日本ＨＰ

日伸制御 日本パルスモーター

日新電機 日本フェンオール

日進電子工業 日本ベアリング

ニッセイ 日本ヘンクストラ

日泉 日本緑十字社

ニッタン 日本ワイドミューラ

日東化成 ニレコ

日東工業 ネオフレックス

二宮電線 ネグロス電工

ニポレックス ネミックラムダ

ニプロン ノーケン

日本圧着端子製造

日本イトミック

日本ＡＶＣ

ナ行



パーマ 冨士端子工業

パイオニア 富士通

橋本クロス 富士通アクセス

長谷川電機工業 富士電機

長谷川電機製作所 不二電機

ハタヤリミテッド 富士電線工業

パトライト（カスガ） 富士電線

白光 富士フィルム

八光電機製作所 フジマック

八光電機 フジ矢

バッファロー 双葉

ハーティング 双葉電子工業

パナソニック ブラザー工業

林時計工業 プラネックス

林電工 フルーク

阪国電機 古河

バルコム 古河電線

パンドウィット 古河電池

ハンマーキャスター フルタ電機

ピーアンドエフ（ＰＥＰＰＥＲＬ＋ＦＵＣＨＳ） ブレディ（ＢＲＡＤＹ）

ＢＸ新生精機 ブンリ

日置電機 ベクトル

光商工 ベッセル

日立 ヘニックス

日立電線 ヘラマンタイトン

ビッツ ヘルツ電子

日之出電機製作所 Ｂｅｎ　Ｑ

ヒルシュマン ベンテック（パナソニック）

廣杉計器 ベンハー

ヒロセ電機 ホーザン

フィリップス 北陽電機

フェニックスコンタクト 星電

福田電機 堀場アドバンスドテクノ

福電 ホソダ

藤井精密回転機製作所 北港化成

藤井電機工業 本多通信工業

藤倉電線

フジソク

ハ行



マーストーケンソリューション 村田製作所

マーベル 明工社

マイクロソフト メトロール

マイクロテクニカ メトロ電気工業

マキタ メルコタック

マキシンコー メルコテクノレックス

マコメ研究所 メリー印

マックエイト モノタロウ

マックス モトローラ

マザ－ツ－ツ 桃太郎

パナソニック（モーター） モリテックス

パナソニック 森電機

松永製作所 モレックス

丸一

マルチ計測器販売

マルハ電機

マルヤス電業

ＭＩＫＡＭＩ

三木プーリ

ＭＩＴＡＮＩ

ミスミ

ミズノ金属

三菱オスラム

三菱電機

三ツ星電線

三ツ星ベルト

緑測器

ミネベア

壬生電機製作所

宮木電機製作所

ミヤマ電器

ミョウトク

未来工業

美和電気

ムーラー電機

武藤電機

ムトーエンジニアリング

村上精機工作所

マ行



ヤ行 ラ行 ワ行

矢崎 ライン精機 ワゴジャパン

安川電機 リーダー電子 渡辺電機工業

ヤザワコーポレーション リード をくだ屋技研

山武（現アズビル） 理化工業

山田照明 理研オプテック

ヤマハ 理研計器

山菱 理光フロートテクノロジー

山本計器 リョービ

山本電機製作所 リタール

ユーアイニクス ロバートショウ

ユー・アール・ディー ロブスタ 

油研工業 ロ－ヤル電機

ユタカ電機

ユニット

横河電機

ヨシタケ

吉田電機

吉野川電線


