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会⻑・代表理事

株式会社ＩＨＩ 相談役 斎藤 保

副会⻑

三菱重⼯業株式会社 取締役会⻑ 宮永 俊⼀

⽇⽴造船株式会社 代表取締役 取締役会⻑ ⾕所 敬

株式会社 荏原製作所 取締役会⻑ 前⽥ 東⼀

株式会社 神⼾製鋼所 特任顧問 川崎 博也

川崎重⼯業株式会社 取締役会⻑ ⾦花 芳則

株式会社クボタ 代表取締役会⻑ ⽊股 昌俊

住友重機械⼯業株式会社 代表取締役会⻑ 岡村 哲也

三浦⼯業株式会社 会⻑ 髙橋 祐⼆

関⻄⽀部⻑

⽇⽴造船株式会社 代表取締役 取締役会⻑ ⾕所 敬

専務理事・代表理事

秋庭 英⼈

常務理事・業務執⾏理事

⽯井 伸治

理事

⽻富 修

監事
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ホソカワミクロン株式会社 取締役会⻑ 細川 悦男

株式会社井上製作所 代表取締役社⻑ 井上 政継

⼀般財団法⼈⽇本品質保証機構 理事 ⽵中 聡

運営幹事 （※○印：常任幹事）

株式会社 アサヒ製作所 代表取締役社⻑ 杉本 貴広

アネスト岩⽥株式会社 取締役会⻑ 壷⽥ 貴弘

○イーグル⼯業株式会社 代表取締役会⻑兼社⻑ 鶴 鉄⼆

株式会社 池⾙ 執⾏役員 藤本 祥司

○株式会社 ⽯井鐵⼯所 代表取締役社⻑ ⽯井 宏治

株式会社 ⽯垣 代表取締役社⻑ ⽯垣 真

○株式会社 宇野澤組鐵⼯所 代表取締役社⻑ 樋⼝ 勉

○オルガノ株式会社 取締役 取締役会議⻑ 内倉 昌樹

株式会社 川本製作所 代表取締役社⻑ 髙津 悟

株式会社 キトー 代表取締役社⻑ ⻤頭 芳雄

○⽊村化⼯機株式会社 代表取締役 取締役会⻑兼取締役社⻑ ⼩林 康眞

協和化⼯株式会社 代表取締役 室岡 猛

○栗⽥⼯業株式会社 代表取締役社⻑ ⾨⽥ 道也

○株式会社 栗本鐵⼯所 取締役会⻑ 串⽥ 守可

○株式会社 ササクラ 代表取締役社⻑ 笹倉 敏彦

○三機⼯業株式会社 代表取締役会⻑ ⻑⾕川 勉

○JFEエンジニアリング株式会社 代表取締役社⻑ ⼤下 元

JFEプラントエンジ株式会社 代表取締役社⻑ 齋數 正晴

○芝浦機械株式会社 代表取締役会⻑ 飯村 幸⽣

株式会社 島津製作所 代表取締役会⻑ 上⽥ 輝久

○株式会社 神鋼環境ソリューション 代表取締役社⻑ 佐藤 幹雄

新東⼯業株式会社 代表取締役社⻑ 永井 淳

新明和⼯業株式会社 代表取締役社⻑ 五⼗川 ⿓之

住友重機械ギヤボックス株式会社 代表取締役社⻑ 荒⽊ 達朗

ダイキン⼯業株式会社 取締役会⻑ 井上 礼之

○株式会社 ダイフク 代表取締役社⻑ 下代 博

○株式会社 タクマ 代表取締役社⻑ 南條 博昭

○千代⽥化⼯建設株式会社 代表取締役会⻑兼社⻑ 榊⽥ 雅和

○⽉島機械株式会社 代表取締役社⻑社⻑執⾏役員 福沢 義之

○株式会社 椿本チエイン 代表取締役会⻑ 古世 憲⼆

株式会社 鶴⾒製作所 代表取締役社⻑ 辻本 治

○株式会社 電業社機械製作所 代表取締役社⻑最⾼執⾏役員社⻑ 村林 秀晃

○株式会社 東亜利根ボーリング 代表取締役社⻑ 伊藤 春彦
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○株式会社 東京洗染機械製作所 代表取締役社⻑ 三科 道利

東邦地下⼯機株式会社 代表取締役社⻑ 岡本 幸憲

○トーヨーカネツ株式会社 代表取締役社⻑ ⼤和⽥ 能史

株式会社 豊⽥⾃動織機 取締役社⻑ ⼤⻄ 朗

○株式会社 ⾣島製作所 代表取締役社⻑ 原⽥ 耕太郎

株式会社 ニイガタマシンテクノ 代表取締役社⻑ ⽥村 幸夫

⽇機装株式会社 代表取締役社⻑ 甲斐 敏彦

○⽇揮ホールディングス株式会社 代表取締役会⻑CEO 佐藤 雅之

⽇鉄エンジニアリング株式会社 代表取締役社⻑ ⽯倭 ⾏⼈

⽇本コンベヤ株式会社 取締役 吉川 博志

⽇本スピンドル製造株式会社 代表取締役社⻑ 近藤 茂雄

○株式会社⽇本製鋼所 代表取締役社⻑ 松尾 敏夫

○⽇本ピラー⼯業株式会社 代表取締役会⻑ 岩波 清久

株式会社 ヒラカワ 代表取締役社⻑ 平川 晋⼀

ファナック株式会社 代表取締役会⻑ 稲葉 善治

○古河機械⾦属株式会社 代表取締役社⻑ 中⼾川 稔

北越⼯業株式会社 代表取締役社⻑ 堀内 義正

三國重⼯業株式会社 代表取締役社⻑ 佐上 栄介

三井精機⼯業株式会社 取締役 佐賀良 宏治

○株式会社 三井E&Sマシナリー 代表取締役社⻑ ⽥中 ⼀郎

○株式会社 三井三池製作所 代表取締役社⻑ 中村 元彦

○三菱化⼯機株式会社 取締役社⻑ ⽥中 利⼀

明治機械株式会社 代表取締役社⻑ ⽇根 年治

○ＵＢＥマシナリー株式会社 代表取締役社⻑ 宮内 浩典

株式会社 よしみね 代表取締役社⻑ ⼤濱 孝司

レイズネクスト株式会社 代表取締役社⻑ ⽑利 照彦
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