
 > 会員⼀覧

正会員 賛助会員 合計

会員数 350 39 389

内・団体数 6 12 18

 2022年2⽉9⽇現在

あ か さ た な は ま や ら わ

あ

R&M Japan株式会社

株式会社RSI

アイオーコア株式会社

株式会社アイ・オー・データ機器

アイケイプ ジャパン株式会社

アイコム株式会社

株式会社アイシン

株式会社アイピーコア研究所

会員⼀覧
MEMBERS

正会員

Full Members

▼ 賛助会員

Associate Members

▼

https://www.jeita.or.jp/japanese
http://www.rdm.com/
http://www.rsi-kk.com/
http://www.iodata.jp/
https://www.icape-group.com/ja/
http://www.icom.co.jp/
https://www.aisin.com/jp/
http://www.ip-core.jp/


アイホン株式会社

アキュフェーズ株式会社

朝⽇⾳響株式会社

旭化成株式会社

旭化成エレクトロニクス株式会社

旭化成ゾールメディカル株式会社

アシダ⾳響株式会社

株式会社アスター

アズビル株式会社

APPLE JAPAN合同会社

株式会社アドバンテッジパートナーズ

Absen Japan株式会社

アマゾンウェブサービス ジャパン合同会社

アマゾンジャパン合同会社

株式会社アムコー・テクノロジー・ジャパン

アラクサラネットワークス株式会社

株式会社アラヤ

株式会社アルゴグラフィックス

AlphaTheta株式会社

アルプスアルパイン株式会社

株式会社アロマジョイン

アンテナ技研株式会社

http://www.aiphone.co.jp/
http://www.accuphase.co.jp/
http://www.asahionkyo.co.jp/
http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/
http://www.akm.com/akm/jp/
http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/aboutasahi/zoll/
http://www.ashida.co.jp/
https://www.ast-aster.com/
http://www.azbil.com/jp/index.html
http://www.apple.com/jp/
https://www.advantagepartners.com/
https://www.absen.jp/
https://aws.amazon.com/jp/
https://amkor.com/jp/j-devices-largest-japanese-osat/
http://www.alaxala.com/jp/
https://www.araya.org/
http://www.argo-graph.co.jp/
https://www.pioneerdj.com/ja-jp/
https://www.alpsalpine.com/j/
https://aromajoin.com/
http://www.antenna-giken.co.jp/


アンリツカスタマーサポート株式会社

い

株式会社イー・オータマ

池上通信機株式会社

⽯原産業株式会社

イリソ電⼦⼯業株式会社

インターテック ジャパン株式会社

株式会社インターネットイニシアティブ

⼀般社団法⼈インターホン⼯業会

インテル株式会社

う

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

浦川トランス⼯業株式会社

え

株式会社AI Samurai

株式会社AIメディカルサービス

AGC株式会社

Hmcomm株式会社

SMK株式会社

SGSジャパン株式会社

エスペック株式会社

エドワーズライフサイエンス株式会社

http://www.anritsu-customersupport.com/
http://www.e-ohtama.jp/index.html
http://www.ikegami.co.jp/
https://www.iskweb.co.jp/
http://www.iriso.co.jp/
https://intertekjp.com/
http://www.iij.ad.jp/
http://www.jiia.gr.jp/
http://www.intel.co.jp/
https://www.visco-tech.com/
http://www.urakawa.ne.jp/
https://aisamurai.co.jp/
https://www.ai-ms.com/
http://www.agc.com/
http://hmcom.co.jp/
http://www.smk.co.jp/
https://www.sgsgroup.jp/
http://www.espec.co.jp/
http://www.edwards.com/jp/


NECパーソナルコンピュータ株式会社

株式会社NHKテクノロジーズ

株式会社NTTデータエンジニアリングシステムズ

FCNT株式会社

エムデン無線⼯業株式会社

株式会社エリジオン

LG ELECTRONICS JAPAN株式会社

LG JAPAN LAB株式会社

株式会社エンプラス

お

オージー技研株式会社

株式会社オーディオテクニカフクイ

オープンテキスト株式会社

株式会社⼤泉製作所

⼤井電気株式会社

⼤塚電⼦株式会社

岡⾕電機産業株式会社

沖電気⼯業株式会社

株式会社オプテージ

オムロン株式会社

株式会社オリジン

オリンパス株式会社

http://www.necp.co.jp/
https://www.nhk-tech.co.jp/
http://www.nttd-es.co.jp/
https://www.fcnt.com/
http://www.emuden.com/
http://www.elysium.co.jp/
http://www.lg.com/jp
https://www.lgjlab.com/
http://www.enplas.co.jp/
http://www.og-wellness.jp/
http://www.audio-technica.fukui.jp/
https://www.opentext.jp/
http://www.ohizumi-mfg.jp/
http://www.ooi.co.jp/
https://www.otsukael.jp/
http://www.okayaelec.co.jp/
http://www.oki.com/jp/
https://optage.co.jp/
http://www.omron.co.jp/
https://www.origin.co.jp/
http://www.olympus.co.jp/jp/


⼀般社団法⼈⾳楽電⼦事業協会

オンキヨーホームエンターテイメント株式会社

か

カシオ計算機株式会社

カナレ電気株式会社

加美電⼦⼯業株式会社

カラーリンク・ジャパン株式会社

き

キオクシア株式会社

菊⽔電⼦⼯業株式会社

北川⼯業株式会社

キヤノン株式会社

株式会社QDレーザ

QVIジャパン株式会社

京⻄テクノス株式会社

京セラ株式会社

く

グーグル合同会社

クアルコムジャパン合同会社

株式会社クオルテック

株式会社クリエイティブマシン

グローバルアドバンストメタルジャパン株式会社

http://www.amei.or.jp/
https://onkyo.com/
http://www.casio.co.jp/
http://www.canare.co.jp/
http://www.kamidenshi.co.jp/
http://www.colorlink.co.jp/
https://www.kioxia.com/
http://www.kikusui.co.jp/top_j.html
http://www.kitagawa-ind.com/
https://global.canon/
https://www.qdlaser.com/
https://qvi.jp/
https://www.kyosaitec.co.jp/
http://www.kyocera.co.jp/
http://www.google.co.jp/intl/ja/about/
http://www.qualcomm.co.jp/
http://www.qualtec.co.jp/
http://www.crtv-m.com/
http://jp.globaladvancedmetals.com/


グローリー株式会社

け

株式会社計測技術研究所

ケル株式会社

こ

KOA株式会社

コーセル株式会社

コーニングインターナショナル株式会社

ゴールド⼯業株式会社

株式会社光電製作所

株式会社コスモス・コーポレイション

コニカミノルタ株式会社

⼩⻄安株式会社

湖北⼯業株式会社

さ

株式会社サイキンソー

堺化学⼯業株式会社

株式会社サムスン⽇本研究所

サンエー電機株式会社

サンケン電気株式会社

サン電⼦株式会社

株式会社サンメディカル技術研究所

https://www.glory.co.jp/
http://www.keisoku.co.jp/
http://www.kel.jp/
http://www.koaglobal.com/?sc_lang=ja-jp
http://www.cosel.co.jp/jp/
http://www.corning.com/jp/jp.html
http://www.gold-ind.co.jp/
http://www.koden-electronics.co.jp/jpn/
http://www.safetyweb.co.jp/
http://konicaminolta.jp/
http://www.konishiyasu.com/
http://www.kohokukogyo.co.jp/
https://cykinso.co.jp/
http://www.sakai-chem.co.jp/
http://www.samsung-srj.co.jp/
http://www.sun-eh.co.jp/
http://www.sanken-ele.co.jp/index.php
http://www.sun-ele.co.jp/
http://www.evaheart.co.jp/


株式会社三和コネクタ研究所

し

CSAグループジャパン株式会社

シーメンスEDAジャパン株式会社

株式会社CU

JFEケミカル株式会社

JFEミネラル株式会社

株式会社JVCケンウッド

JRCモビリティ株式会社

株式会社JOLED

JCOM株式会社

株式会社JTB

株式会社JECC

シスメックス株式会社

株式会社芝浦電⼦

四変テック株式会社

株式会社島津製作所

シャープ株式会社

ジャパンケーブルキャスト株式会社

ジャパンメディカルデバイス株式会社

昭栄化学⼯業株式会社

晶盛機電⽇本株式会社

http://www.csagroup.org/
https://www.mentorg.co.jp/
http://www.japan-cu.com/
http://www.jfe-chem.com/
http://www.jfe-mineral.co.jp/
http://www.jvckenwood.com/
https://www.jrc-m.co.jp/
http://www.j-oled.com/
https://www.jcom.co.jp/
http://www.jtbbwt.com/
http://www.jecc.com/
http://www.sysmex.co.jp/
https://www.shibaura-e.co.jp/
http://www.shihen.co.jp/index.html
http://www.shimadzu.co.jp/
http://www.sharp.co.jp/
http://www.cablecast.co.jp/
https://www.jmd-corp.com/
http://www.shoeichem.co.jp/
http://www.jsjd.cc/


信越ポリマー株式会社

シンクレイヤ株式会社

新コスモス電機株式会社

新⽣電⼦株式会社

新電元⼯業株式会社

す

株式会社図研

進⼯業株式会社

スタンレー電気株式会社

スミダコーポレーション株式会社

住友⾦属鉱⼭株式会社

住友電⼯デバイス・イノベーション株式会社

住友電設株式会社

せ

セイコーインスツル株式会社

セイコーエプソン株式会社

ゼオンメディカル株式会社

セコム株式会社

SEMITEC株式会社

株式会社ZenmuTech

そ

綜合警備保障株式会社

http://www.shinpoly.co.jp/
http://www.synclayer.co.jp/
http://www.new-cosmos.co.jp/
http://www.shinsei-denshi.co.jp/
http://www.shindengen.co.jp/top_j/index.html
http://www.zuken.co.jp/
http://www.susumu.co.jp/
http://www.stanley.co.jp/
http://www.sumida.com/jpn/
http://www.smm.co.jp/
http://www.sedi.co.jp/
http://www.sem.co.jp/
http://www.sii.co.jp/
http://www.epson.jp/
http://www.zeonmedical.co.jp/
https://www.secom.co.jp/
http://www.semitec.co.jp/
https://zenmutech.com/


双信電機株式会社

株式会社ソシオネクスト

ソニーグループ株式会社

ソフトバンク株式会社

SOLIZE株式会社

ソリッド株式会社

た

⼤同電気⼯業株式会社

ダイナミックマップ基盤株式会社

⼤⽇本印刷株式会社

株式会社台和

ダッソー・システムズ株式会社

タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社

太陽⾦網株式会社

⼤陽ステンレススプリング株式会社

太陽誘電株式会社

株式会社⽵中⼯務店

多治⾒無線電機株式会社

⽥中貴⾦属⼯業株式会社

株式会社タムラ製作所

株式会社タムロン

ち

http://www.soshin.co.jp/
http://www.socionext.com/jp/
https://www.sony.com/ja/
https://www.softbank.jp/
https://www.solize.com/
http://solid-corp.com/
https://www.dynamic-maps.co.jp/
https://www.dnp.co.jp/
http://www.daiwa-grp.co.jp/
https://www.3ds.com/ja/
http://www.tycoelectronics.com/japan/
http://www.twc-net.co.jp/
http://www.taiyo-sp.co.jp/
http://www.yuden.co.jp/
http://www.takenaka.co.jp/
http://www.tajimi.co.jp/
http://gold.tanaka.co.jp/index.php
http://www.tamura-ss.co.jp/
http://www.tamron.co.jp/


チタン⼯業株式会社

中央電⼦株式会社

千代⽥インテグレ株式会社

つ

通信興業株式会社

つくばテクノロジー株式会社

ツヤジャパン株式会社

て

ティアック株式会社

TIS株式会社

株式会社ディーアンドエムホールディングス

TVS REGZA株式会社

DXアンテナ株式会社

TOA株式会社

株式会社TCLジャパンエレクトロニクス

TDK株式会社

テイカ株式会社

帝国通信⼯業株式会社

帝⼈株式会社

テックマークジャパン株式会社

テュフズードジャパン株式会社

テュフ ラインランド ジャパン株式会社

http://www.titankogyo.co.jp/
http://www.cec.co.jp/
http://www.chiyoda-i.co.jp/
https://www.tsuko.co.jp/
http://www.tsukubatech.co.jp/
https://www.tuya.com/events/abc/jp/en
http://www.teac.co.jp/
https://www.tis.co.jp/
http://www.dm-holdings.com/jp/
https://www.regza.com/tvs/
http://www.dxantenna.co.jp/
https://www.toa.co.jp/
https://www.tcl.com/jp/ja.html
http://www.tdk.co.jp/
http://www.tayca.co.jp/
http://www.noble-j.co.jp/
https://www.teijin.co.jp/
http://www.techmark.co.jp/
https://www.tuv-sud.jp/jp-jp
http://www.tuv.com/jp/index.html


テルモ株式会社

デンカ株式会社

株式会社デンソー

株式会社電通国際情報サービス

と

⼾⽥建設株式会社

トーイツ株式会社

TOTO株式会社

東京エレクトロン株式会社

東京計器株式会社

東京コスモス電機株式会社

株式会社東芝

東芝デジタルソリューションズ株式会社

東芝テック株式会社

東芝ライテック株式会社

東邦チタニウム株式会社

株式会社東陽テクニカ

株式会社トリマティス

な

⻑瀬産業株式会社

株式会社七星科学研究所

ナプソン株式会社

http://www.terumo.co.jp/
http://www.denka.co.jp/
https://www.denso.com/jp/ja/
http://www.isid.co.jp/
http://www.toda.co.jp/
http://www.toitu.co.jp/
https://jp.toto.com/
https://www.tel.co.jp/
http://www.tokyo-keiki.co.jp/
http://www.tocos-j.co.jp/
http://www.toshiba.co.jp/index_j3.htm
http://www.toshiba-sol.co.jp/index_j.htm
http://www.toshibatec.co.jp/
http://www.tlt.co.jp/
http://www.toho-titanium.co.jp/
http://www.toyo.co.jp/
https://www.trimatiz.com/
https://www.nagase.co.jp/
http://www.nanabosi.co.jp/
https://www.napson.co.jp/


ナミックス株式会社

に

株式会社ニコン

ニチコン株式会社

ニッキャビ株式会社

⽇東電⼯株式会社

ニッポー株式会社

⽇本アビオニクス株式会社

⽇本アンテナ株式会社

⽇本カーバイド⼯業株式会社

⽇本ケミコン株式会社

⽇本端⼦株式会社

⽇本電気株式会社

⽇本電気硝⼦株式会社

⽇本アイ・ビー・エム株式会社

⽇本アトマイズ加⼯株式会社

⽇本エイ・エム・ディ株式会社

株式会社⽇本HP

⽇本カーリット株式会社

⽇本化学⼯業株式会社

⽇本ケイデンス・デザイン・システムズ社

⽇本航空電⼦⼯業株式会社

http://www.namics.co.jp/
https://www.nikon.co.jp/
http://www.nichicon.co.jp/top.html
http://www.niccabi.co.jp/
http://www.nitto.co.jp/
http://www.techno7.co.jp/nippo/
http://www.avio.co.jp/
http://www.nippon-antenna.co.jp/
https://www.carbide.co.jp/
http://www.chemi-con.co.jp/
http://www.nt-web.jp/index.html
http://www.nec.co.jp/
http://www.neg.co.jp/JP/
http://www.ibm.com/jp/
http://www.atomize.co.jp/
http://www.amd.com/jp-ja/
http://www8.hp.com/jp/ja/home.html
http://www.carlit.co.jp/
http://www.nippon-chem.co.jp/
https://www.cadence.com/content/cadence-www/global/ja_JP/home.html
http://www.jae.com/jp/


⽇本光電⼯業株式会社

⽇本シノプシス合同会社

⽇本ストライカー株式会社

⽇本電⾳株式会社

⼀般社団法⼈⽇本電気計測器⼯業会

⽇本電⼦株式会社

⼀般社団法⼈⽇本電⼦回路⼯業会

⼀般財団法⼈⽇本電⼦部品信頼性センター

⼀般社団法⼈⽇本半導体製造装置協会

⽇本ヒューレット・パッカード合同会社

株式会社⽇本ファインケム

⽇本マイクロソフト株式会社

⽇本無線株式会社

⽇本ユニシス株式会社

⽇本ライフライン株式会社

⽇本ラディアル株式会社

ぬ

ヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社

ね

の

ノーブル無線株式会社

株式会社ノイズ研究所

http://www.nihonkohden.co.jp/
https://www.synopsys.com/ja-jp.html
http://www.stryker.co.jp/
http://www.unipex.co.jp/
http://www.jemima.or.jp/
http://www.jeol.co.jp/
http://www.jpca.org/
http://www.rcj.or.jp/
http://www.seaj.or.jp/
https://www.hpe.com/jp/ja/home.html
http://www.jfine.co.jp/
https://www.microsoft.com/ja-jp/
http://www.jrc.co.jp/jp/
http://www.unisys.co.jp/
http://www.jll.co.jp/
http://www.radiall.com/
https://www.nuvoton.co.jp/
http://www.noblemusen.co.jp/
http://www.noiseken.co.jp/


株式会社ノベルクリスタルテクノロジー

株式会社ノリタケカンパニーリミテド

は

ハーマンインターナショナル株式会社

パイオニア株式会社

ハイセンスジャパン株式会社

Bytedance株式会社

HIREC株式会社

株式会社バッファロー

パナソニックi-proセンシングソリューションズ株式会社

パナソニック株式会社

浜井電球⼯業株式会社

浜松ホトニクス株式会社

株式会社バンダイナムコホールディングス

ひ

PHCホールディングス株式会社

株式会社PFU

PTCジャパン株式会社

株式会社ピクセラ

PicoCELA株式会社

株式会社⽇⽴国際電気

株式会社⽇⽴製作所

https://www.novelcrystal.co.jp/
http://www.noritake.co.jp/
http://www.harman-japan.co.jp/
http://pioneer.jp/
http://www.hisense.co.jp/
https://www.bytedance.com/ja
http://www.hirec.co.jp/
http://buffalo.jp/
https://ipro.panasonic.com/jp/
http://panasonic.co.jp/
http://www.hamai.co.jp/dk/website/
http://www.hamamatsu.com/ja/
https://www.bandainamco.co.jp/
https://www.phchd.com/jp/
http://www.pfu.fujitsu.com/
http://www.pixela.co.jp/
https://www.picocela.com/
https://www.hitachi-kokusai.co.jp/
http://www.hitachi.co.jp/


株式会社⽇⽴物流

株式会社ヒューマックスジャパン

ヒルロムジャパン株式会社

ヒロセ電機株式会社

ふ

株式会社ファームシップ

株式会社フィリップス・ジャパン

株式会社フェニックスソリューション

株式会社フォルテ

フクダエム・イー⼯業株式会社

フクダ電⼦株式会社

株式会社フジクラ

株式会社富⼠セラミックス

富⼠通株式会社

富⼠通クライアントコンピューティング株式会社

富⼠通ネットワークソリューションズ株式会社

富⼠電機株式会社

富⼠電⼦株式会社

富⼠フイルム株式会社

富⼠フイルムビジネスイノベーション株式会社

双葉電⼦⼯業株式会社

船井電機株式会社

http://www.hitachi-transportsystem.com/jp/
http://www.humaxdigital.com/japan/home.asp
https://www.hill-rom.jp/jp
https://www.hirose.com/
https://farmship.co.jp/
http://www.philips.co.jp/
http://www.phoenix-sol.co.jp/
http://forte-inc.jp/
http://www.fukuda-me.co.jp/
https://www.fukuda.co.jp/
http://www.fujikura.co.jp/
http://www.fujicera.co.jp/
http://jp.fujitsu.com/
http://www.fujitsu.com/jp/group/fccl/
http://jp.fujitsu.com/group/fnets/
http://www.fujielectric.co.jp/
http://www.fuji-denshi.co.jp/
http://fujifilm.jp/
https://fujifilm.com/fb
http://www.futaba.co.jp/
http://www.funai.jp/


株式会社プラーナ―

ブラザー⼯業株式会社

株式会社プリモ

古河電気⼯業株式会社

古野電気株式会社

へ

BESTO株式会社

株式会社ベテル

ほ

ホーチキ株式会社

株式会社朋栄

北陸電気⼯業株式会社

ホシデン株式会社

株式会社堀場製作所

ポリプラスチックス株式会社

本⽥技研⼯業株式会社

本多通信⼯業株式会社

ま

マイクロンメモリ ジャパン株式会社

株式会社MICIN

株式会社マキタ

マスプロ電⼯株式会社

http://www.planer.jp/
http://www.brother.co.jp/
http://www.primocorp.co.jp/
http://www.furukawa.co.jp/
http://www.furuno.co.jp/
http://www.besto7.com/
https://hrd-thermal.jp/
http://www.hochiki.co.jp/
http://www.for-a.co.jp/
http://www.hdk.co.jp/
http://www.hosiden.co.jp/
http://www.horiba.com/jp/
http://www.polyplastics.com/jp/
https://www.honda.co.jp/
http://www.htk-jp.com/
https://jp.micron.com/
https://micin.jp/
http://www.makita.co.jp/
http://www.maspro.co.jp/


株式会社マックステル

マブチモーター株式会社

株式会社マルコム

み

⽔⾕電機⼯業株式会社

株式会社ミスミグループ本社

三井⾦属鉱業株式会社

株式会社ミツバサンコーワ

三菱重⼯機械システム株式会社

三菱電機株式会社

三菱マテリアル株式会社

ミナト医科学株式会社

株式会社ミライセンス

む

武蔵エナジーソリューションズ株式会社

ムナゾヲ株式会社

株式会社村⽥製作所

め

株式会社メディカロイド

株式会社メモリエキスパート

も

や

株式会社安川電機

http://www.maxtel.co.jp/
http://www.mabuchi-motor.co.jp/
http://www.malcom.co.jp/ja/
http://www.mizuden.co.jp/
https://www.misumi.co.jp/
http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/
http://www.mskw.co.jp/
http://www.mhims.co.jp/
http://www.mitsubishielectric.co.jp/
http://www.mmc.co.jp/japanese/
http://www.minato-med.co.jp/
https://miraisens.com/
https://www.musashi-es.co.jp/
http://www.munazo.jp/
https://www.murata.com/
http://www.medicaroid.com/top.html
http://www.m-exp.co.jp/
http://www.yaskawa.co.jp/


⼭⼀電機株式会社

ヤマハ株式会社

ゆ

株式会社UL Japan

ユアサシステム機器株式会社

ユニオンツール株式会社

ユニテクノ株式会社

株式会社ユニテックス

よ

横河電機株式会社

ら

り

リオン株式会社

株式会社LIXIL

株式会社リコー

株式会社リモハブ

る

株式会社ルートレック・ネットワークス

ルネサス エレクトロニクス株式会社

ルビコン株式会社

れ

株式会社レスカ

レノボ・ジャパン株式会社

http://www.yamaichi.co.jp/
http://www.yamaha.co.jp/
http://ul.com/jp
https://www.yuasa-system.jp/
http://www.uniontool.co.jp/
http://www.unitechno.co.jp/
http://www.unitex.co.jp/
http://www.yokogawa.co.jp/
http://www.rion.co.jp/
http://www.lixil.com/jp/
http://jp.ricoh.com/
https://www.remohab.com/
http://www.routrek.co.jp/
http://japan.renesas.com/
http://www.rubycon.co.jp/
http://www.rhesca.co.jp/
http://www.lenovo.com/jp/ja/


ろ

ローム株式会社

ロイドレジスタージャパン株式会社

株式会社Robot Home

わ

YKK AP株式会社

株式会社YDKテクノロジーズ

株式会社ワカ製作所

株式会社ワコム

http://www.rohm.co.jp/index.html
https://lloyds-register.co.jp/
https://corp.robothome.jp/
https://www.ykkap.co.jp/
https://www.ydktechs.co.jp/jp/
http://www.waka.co.jp/
http://www.wacom.com/

