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⻘⽂字の会員企業は、クリックすると当該企業のホームページへリンクします （182社／2022年1⽉4⽇現在）

あ

（株）ＩＨＩ
（株）アイシン
愛知電機（株）
アイリスオーヤマ（株）
伊東電機（株）
茨城電機⼯業（株）
（株）宇都宮電機製作所
エス・オー・シー（株）
SBS東芝ロジスティクス（株）
エナジーサポート（株）
（株）ＮＨＶコーポレーション
（株）NFブロッサムテクノロジーズ
（株）エヌエフホールディングス
エリーパワー（株）
⼤崎電気⼯業（株）
オーハツ（株）
⾳⽻電機⼯業（株）
オムロン（株）
オムロンソーシアルソリューションズ（株）
オムロンヘルスケア（株）

か

（株）勝亦電機製作所
（株）カネカ
（株）神内電機製作所
（株）⻲⼭電機
川崎重⼯業（株）
（株）かわでん
河村電器産業（株）
関⻄電機⼯業会
菊⽔電⼦⼯業（株）
北芝電機（株）
⽊⾕電器（株）
（株）キトー
九電テクノシステムズ（株）
（株）キューヘン
京セラ（株）
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プレスリリース
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京セラインダストリアルツールズ（株）
（株）共⽴電機製作所
桑畑電機（株）
（株）ケー・シー・シー・商会
⼩泉成器（株）
⼯機ホールディングス（株）
（株）広電
（株）駒井ハルテック
ＫＯＭＡＴＳＵ ［登記社名︓（株）⼩松製作所］

さ

澤藤電機（株）
（株）三英社製作所
三化⼯業（株）
（株）三社電機製作所
三相電機（株）
サンテックパワージャパン（株）
⼭洋電気（株）
（株）ＧＳユアサ
（株）ＧＳユアサ インフラシステムズ
（株）ジーエス・ユアサ テクノロジー
ＪＲＣＳ（株）
（株）指⽉電機製作所
四変テック（株）
（株）島津製作所
（株）下村電友舎製作所
シャープ（株）
シャープエネルギーソリューション（株）
昭和電機（株）
昭和電⼯マテリアルズ（株）
新電元⼯業（株）
シンフォニアエンジニアリング（株）
シンフォニア テクノロジー（株）
住友重機械⼯業（株）
住友電気⼯業（株）
（株）精⼯社製作所
（株）正興電機製作所
⻄部電機（株）
（株）千⽯
象印マホービン（株）
ソーラーフロンティア（株）

た

タイガー魔法瓶（株）
ダイキン⼯業（株）
タイコエレクトロニクスジャパン（同）
⼤同端⼦製造（株）
⼤東通信機（株）
（株）ダイヘン
ダイヤゼブラ電機（株）
⼤洋電機（株）
⾼須産業（株）
（株）タムラ製作所
暖冷⼯業（株）
中国電機製造（株）
寺崎電気産業（株）

https://www.jema-net.or.jp/Japanese/info/mlist_100.html
https://www.jema-net.or.jp/Japanese/info/mlist_100.html
http://www.kyocera-industrialtools.co.jp/
http://www.kyouritsu-denki.com/
http://www.kuwahata.co.jp/
http://www.kccshokai.co.jp/
http://www.koizumiseiki.co.jp/
http://www.hitachi-koki.co.jp/index.html
http://koden-j.co.jp/
http://www.komaihaltec.co.jp/
https://www.komatsu.jp/ja
http://www.sawafuji.co.jp/
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（株）デンソー
テンパール⼯業（株）
デンヨー（株）
（株）東京電機
東京電制⼯業（株）
（株）東光⾼岳
（株）東芝
東芝ITコントロールシステム（株）
東芝インフラシステムズ（株）
東芝エネルギーシステムズ（株）
東芝キヤリア（株）
東芝産業機器システム（株）
東芝シュネデール・インバータ（株）
東芝ホームテクノ（株）
東芝三菱電機産業システム（株）
東芝ライフスタイル（株）
東北電機製造（株）
東洋電機製造（株）
東洋ホイスト（株）
ＴＯＴＯ（株）
（株）⼾上電機製作所
⼾⽥建設 （株）
（株）⾣島電機製作所

な

⻄芝電機（株）
ニチコン（株）
ニチコン草津（株）
（株）ニチフ端⼦⼯業
（株）⽇幸電機製作所
⽇新電機（株）
⽇東⼯業（株）
⽇本カーネルシステム（株）
⽇本ガイシ（株）［登記社名︓⽇本碍⼦(株)］
⽇本電機（株）
⽇本電気（株）［→ＮＥＣ］
（株）⽇本電機研究所
⽇本ホイスト（株）
（株）ニプロン
⽇本圧着端⼦製造（株）
（株）⽇本イトミック
⼀般社団法⼈ ⽇本配電制御システム⼯業会

は

ハイアールアジアR&D（株）
パナソニック（株）
パナソニック エコシステムズ（株）
パナソニック環境エンジニアリング（株）
パナソニック スイッチギアシステムズ（株）
ピーコック魔法瓶⼯業（株）
BEMAC（株）
光商⼯（株）
（株）⽇⽴インダストリアルプロダクツ
⽇⽴グローバルライフソリューションズ（株）
（株）⽇⽴産機システム
⽇⽴ＧＥニュークリア・エナジー（株）
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http://www.inverter.co.jp/
https://www.toshiba-tht.co.jp/
http://www.tmeic.co.jp/
https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/
http://www.tem.co.jp/
https://www.toyodenki.co.jp/
http://www.toyo-hoist.co.jp/
http://www.toto.co.jp/index.htm
http://www.togami-elec.co.jp/
https://www.toda.co.jp/
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http://n-denki.co.jp/
http://www.nec.co.jp/
http://www.nikken-fa.co.jp/
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⽇⽴ジョンソンコントロールズ空調（株）
（株）⽇⽴製作所
⽇⽴造船（株）
（株）⽇⽴パワーソリューションズ
（株）⽇⽴物流
（株）⽇⽴プラントコンストラクション
富⼠製砥（株）
冨⼠端⼦⼯業（株）
（株）富⼠通ゼネラル
富⼠電機（株）
富⼠電機機器制御（株）
富⼠物流（株）
古河電池（株）
北越⼯業（株）
北陸電機製造（株）
（株）本⽥技術研究所

ま

（株）マキタ
マクセルイズミ（株）
マックス（株）
三⽊プーリ（株）
三菱重⼯業（株）
三菱重⼯サーマルシステムズ（株）
三菱電機（株）
三菱電機ＦＡ産業機器（株）
三菱電機エンジニアリング（株）
三菱電機システムサービス（株）
三菱電機プラントエンジニアリング（株）
三菱電機ホーム機器（株）
（株）宮⽊電機製作所
（株）村⽥製作所
（株）明電O&M
（株）明電舎
メタウォーター（株）
メトロ電気⼯業（株）

や

安川オートメーション・ドライブ（株）
（株）安川電機
（株）やまびこ
ヤンマー建機（株）
淀川電機製作所

ら

（株）ＬＩＸＩＬ
利昌⼯業（株）
リンナイ（株）
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http://www.jci-hitachi.com/jp/
http://www.hitachi.co.jp/index.html
http://www.hitachizosen.co.jp/
http://www.hitachi-power-solutions.com/index.html
http://www.hitachi-hb.co.jp/
http://www.hitachi-plant-construction.co.jp/
http://www.fujiseito.com/
http://www.fujiterminal.co.jp/
http://www.fujitsu-general.com/jp/
http://www.fujielectric.co.jp/
http://www.fujielectric.co.jp/fcs
http://www.fujibuturyu.co.jp/
http://www.furukawadenchi.co.jp/
http://www.airman.co.jp/
http://www.hokurikudenki.co.jp/
http://www.honda.co.jp/RandD/
http://www.makita.co.jp/
http://www.izumi.maxell.co.jp/
http://www.max-ltd.co.jp/
http://www.mikipulley.co.jp/
http://www.mhi.co.jp/
http://www.mhi-mth.co.jp/index.html
http://www.mitsubishielectric.co.jp/index.html
http://www.melfaip.co.jp/
http://www.mee.co.jp/
http://www.melsc.co.jp/
http://www.mpec.co.jp/
http://www.mitsubishielectric.co.jp/works/mhk/
http://www.miyaki-elec.co.jp/
http://www.murata.com/
https://www.meidensha.co.jp/o-m/
http://www.meidensha.co.jp/
http://www.metawater.co.jp/
http://www.metro-co.com//
https://www.yaskawa-ad.co.jp/
http://www.yaskawa.co.jp/
http://www.yamabiko-corp.co.jp/
https://www.yanmar.com/jp/about/company/construction/
http://www.yodogawadenki.jp/
http://www.lixil.co.jp/
http://www.risho.co.jp/
http://www.rinnai.co.jp/
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WashiON 共⽴継器（株）
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