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株式会社川本製作所

株式会社氣⼯社

株式会社キトー

⽊村化⼯機株式会社

協和化⼯株式会社

極東開発⼯業株式会社

近畿機械⼯業株式会社

近畿⼯業株式会社

株式会社クボタ

倉敷紡績株式会社

株式会社栗⽥機械製作所

栗⽥⼯業株式会社

株式会社栗本鐵⼯所

グルンドフォスポンプ株式会社

株式会社クロセ

株式会社幸袋テクノ

株式会社神⼾製鋼所

コトブキ技研⼯業株式会社

コベルコ・コンプレッサ株式会社

株式会社櫻製作所

株式会社ササクラ

株式会社サムソン

三機⼯業株式会社

三和ハイドロテック株式会社

ＪＦＥエンジニアリング株式会社

ＪＦＥプラントエンジ株式会社

芝浦機械株式会社

株式会社島津製作所

清⽔建設株式会社

集塵装置株式会社

株式会社神鋼環境ソリューション
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新⽇本造機株式会社

新明和⼯業株式会社

スチールプランテック株式会社

住友重機械エンバイロメント株式会社

住友重機械ギヤボックス株式会社

住友重機械⼯業株式会社

住友重機械搬送システム株式会社

⻄部電機株式会社

繊維スリング⼯業会

全⽇本クリーニング機械連合会

綜研テクニックス株式会社

象印チエンブロック株式会社

ダイキン⼯業株式会社

⼤晃機械⼯業株式会社

⼤同機械製造株式会社

株式会社ダイフク
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⼤平洋機⼯株式会社

株式会社髙尾鉄⼯所

株式会社タクマ

株式会社⽥邊空気機械製作所

株式会社タンケンシールセーコウ

千代⽥化⼯建設株式会社

⽉島機械株式会社

株式会社椿本チエイン

株式会社鶴⾒製作所

株式会社帝国電機製作所

株式会社寺⽥ポンプ製作所

テラル株式会社

株式会社電業社機械製作所

株式会社東亜利根ボーリング

株式会社東京エネシス

株式会社東京洗染機械製作所

東都フォルダー⼯業株式会社

東邦地下⼯機株式会社

東洋機械⾦属株式会社

東レインターナショナル株式会社

トーヨーカネツ株式会社

トーヨーコーケン株式会社

株式会社豊⽥⾃動織機

株式会社⾣島製作所

株式会社中⼭鉄⼯所

鍋屋バイテック会社

株式会社ニイガタマシンテクノ

⽇機装株式会社

⽇揮ホールディングス株式会社

株式会社ニッチ

⽇鉄エンジニアリング株式会社

⽇本コンベヤ株式会社

株式会社⽇本サーモエナー

⽇本ジョン・クレーン株式会社

⽇本スピンドル製造株式会社

株式会社⽇本製鋼所

⽇本ピラー⼯業株式会社

パナソニックエコシステムズ株式会社

阪神動⼒機械株式会社

株式会社⽇⽴インダストリアルプロダクツ

株式会社⽇⽴産機システム

株式会社⽇⽴製作所

⽇⽴造船株式会社

株式会社ヒラカワ

ファナック株式会社

株式会社富⼠コンプレッサー製作所

富⼠変速機株式会社

株式会社⼆葉製作所
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http://www.taiheiyo-kikou.com/
http://www.takao.boiler.co.jp/
https://www.takuma.co.jp/
http://www.tanacomp.co.jp/
http://www.tankenseal.co.jp/
https://www.chiyodacorp.com/jp/
https://www.tsk-g.co.jp/
https://www.tsubakimoto.jp/
https://www.tsurumipump.co.jp/
https://www.teikokudenki.co.jp/
https://www.teradapump.co.jp/
https://www.teral.net/
http://www.dmw.co.jp/
https://www.toa-tone.jp/
https://www.qtes.co.jp/
http://www.tosen.com/
http://www.totofolder.jp/
http://www.tohochikakoki.co.jp/
http://www.toyo-mm.co.jp/
http://www.toray-intl.co.jp/
https://www.toyokanetsu.co.jp/
http://www.toyokoken.co.jp/
https://www.toyota-shokki.co.jp/
https://www.torishima.co.jp/
http://www.ncjpn.com/
https://www.nbk1560.com/
https://n-mtec.com/
https://www.nikkiso.co.jp/
https://www.jgc.com/jp/
http://www.nitchi.co.jp/
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賛助会員（20社、2021年7⽉1⽇現在）

Primetals Technologies Japan株式会社

古河機械⾦属株式会社

株式会社プレックス

兵神装備株式会社

北越⼯業株式会社

ホソカワミクロン株式会社

株式会社前川⼯業所

三浦⼯業株式会社

三國重⼯業株式会社

株式会社三井Ｅ＆Ｓマシナリー

三井精機⼯業株式会社

株式会社三井三池製作所

三菱化⼯機株式会社

三菱重⼯業株式会社

三菱電機株式会社

三菱ロジスネクスト株式会社

ミツヤ送⾵機株式会社

村⽥機械株式会社

明治機械株式会社

株式会社明治機械製作所

ＵＢＥマシナリー株式会社

株式会社よしみね

ラサ⼯業株式会社

株式会社流機エンジニアリング

レイズネクスト株式会社

EPLAN Software & Services株式会社

⼤阪産業機械⼯業健康保険組合

⼀般財団法⼈機械振興協会

株式会社KPMG FAS

産業機械健康保険組合

三利特殊鋼株式会社

株式会社重化学⼯業通信社

スウェーデンスティール株式会社

株式会社ダイテック

株式会社デルタエンジニアリング

株式会社巴商会

南進機⼯株式会社

⼀般財団法⼈⽇中経済協会

⽇本産業洗浄協議会

⼀般財団法⼈⽇本品質保証機構

⼀般社団法⼈⽇本防錆技術協会

⼀般財団法⼈⽇本⽴地センター
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https://primetals.com/jp/
https://www.furukawakk.co.jp/
https://www.purex.co.jp/
http://www.heishin.jp/
http://www.airman.co.jp/
http://www.hosokawamicron.co.jp/
http://www.maekawa-kogyosho.com/
http://www.miuraz.co.jp/
http://www.mikuni-group.co.jp/
https://www.mes.co.jp/
http://www.mitsuiseiki.co.jp/
https://www.mitsuimiike.co.jp/
http://www.kakoki.co.jp/
https://www.mhi.co.jp/
https://www.mitsubishielectric.co.jp/
https://www.logisnext.com/
http://www.mitsuyaj.co.jp/
https://www.muratec.jp/
http://www.meiji-kikai.co.jp/
https://www.meijiair.co.jp/
https://www.ubemachinery.co.jp/
http://www.yoshimine.co.jp/
http://www.rasa.co.jp/
http://www.ryuki.com/
https://www.raiznext.co.jp/index.html
https://www.eplanjapan.jp/
http://www.osk-kenpo.or.jp/
http://www.jspmi.or.jp/
https://home.kpmg/jp/ja/home/about/fas.html
http://www.sk-kenpo.or.jp/
http://sanri-osaka.jp/
http://www.jkn.co.jp/
https://www.ssab.com/
https://www.daitecjp.com/
https://www.delta-group.co.jp/delta-engineering/
http://www.tomoeshokai.co.jp/
http://www.nanshin-kiko.co.jp/
https://www.jc-web.or.jp/
http://www.jicc.org/
https://www.jqa.jp/
http://jacc1.or.jp/
http://www.jilc.or.jp/
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