
会員一覧 資料２

【SIer会員】
1 （株）アイエスエンジニアリング 新潟県 63 大豊産業（株） 香川県
2 iCOM技研（株） 兵庫県 64 太洋工業（株） 和歌山県
3 （株）アイシイ 東京都 65 大和エンジニアリング（株） 愛媛県
4 （株）IEC 愛知県 66 髙丸工業（株） 兵庫県
5 （株）アイテクシステム 群馬県 67 （有）TAKITA 熊本県
6 IDECファクトリーソリューションズ（株） 愛知県 68 （株）田口鉄工所 岐阜県
7 旭興産（株） 山口県 69 千代田興業（株） 大阪府
8 アスラテック（株） 東京都 70 筑波エンジニアリング（株） 茨城県
9 アンリツインフィビス（株） 神奈川県 71 津田駒工業（株） 石川県
10 （株）イーモーション 福岡県 72 （株）ティ・アイ・エス 福岡県
11 IKOMAロボテック（株） 岡山県 73 （株）ティーエス 静岡県
12 （株）石川工機 愛知県 74 （株）テクトレージ 神奈川県
13 （株）イシダ 滋賀県 75 （株）テクノス 群馬県
14 市川物産（株） 広島県 76 （株）デザインネットワーク 東京都
15 因幡電機産業（株） 大阪府 77 東芝機械エンジニアリング（株） 静岡県
16 （株）ウエノテクニカ 群馬県 78 東邦工業（株） 広島県
17 （株）ウチゲン 静岡県 79 東洋理機工業（株） 大阪府
18 永進テクノ（株） 神奈川県 80 東レエンジニアリング（株） 滋賀県
19 （株）HCI 大阪府 81 トガシ技研 山形県
20 （株）ＡＵＣ 群馬県 82 （株）戸苅工業 愛知県
21 （株）エデックリンセイシステム 愛知県 83 （株）トムスシステム 群馬県
22 （株）エヌエスティー 静岡県 84 トライエンジニアリング（株） 愛知県
23 （株）NCネットワーク 東京都 85 （株）トライテクス 愛知県
24 (有)ＮＤＳエンジニアリング 神奈川県 86 (有)中村電機 神奈川県
25 （株）FAサポート 福岡県 87 （有）なんば電機エンジニアリング 岡山県
26 （株）FAプロダクツ 東京都 88 日晃オートメ（株） 岐阜県
27 大沢工業（株） 神奈川県 89 日本サポートシステム（株） 茨城県
28 （株）オフィスエフエイ・コム 栃木県 90 日本省力機械（株） 群馬県
29 （株）カドコーポレーション 兵庫県 91 （株）日本設計工業 静岡県
30 （株）加美機工 大阪府 92 日本ハイコム（株） 群馬県
31 （株）亀山電機 長崎県 93 ハイテック精工（株） 千葉県
32 川重商事（株） 東京都 94 （株）バイナス 愛知県
33 （株）技研システック 愛知県 95 橋本電機工業（株） 愛知県
34 （株）京二 千葉県 96 林精器製造（株） 福島県
35 キョーエイ機工（株） 岐阜県 97 （株）PAL 大阪府
36 グローリー（株） 埼玉県 98 ハンドトラスト（株） 神奈川県
37 （株）ケイズベルテック 東京都 99 ビー・エル・オートテック（株） 兵庫県
38 （株）コスモ技研 愛知県 100 （株）ヒロテック 広島県
39 （株）近藤製作所 愛知県 101 （株）ブイ・アール・テクノセンター 岐阜県
40 （株）サンエイエンジニアリング 広島県 102 富士ソフト（株） 愛知県
41 三光電業（株） 広島県 103 富士電機ITソリューション（株） 東京都
42 三明機工（株） 静岡県 104 不二輸送機工業（株） 山口県
43 （株）サンメカニック 愛知県 105 （株）ミタックス 東京都
44 （株）山和エンヂニアリング 群馬県 106 三井物産マシンテック（株） 東京都
45 三和ロボティクス（株） 長野県 107 ミツイワ（株） 東京都
46 JET（株） 神奈川県 108 三菱電機システムサービス（株） 東京都
47 ジェイティエンジニアリング（株） 東京都 109 宮脇機械プラント（株） 兵庫県
48 （株）ジェービーエム 大阪府 110 メカトロ・アソシエーツ（株） 石川県
49 （有）ジェス商会 愛知県 111 （株）メカトロニクス 岐阜県
50 （株）システック 静岡県 112 （株）ヤナギハラメカックス 静岡県
51 （株）システム 群馬県 113 （株）山善 大阪府
52 シナジーシステム（株） 熊本県 114 （株）山屋商会 埼玉県
53 しのはらプレスサービス（株） 千葉県 115 （株）豊電子工業 愛知県
54 松栄テクノサービス（株） 愛知県 116 （株）ユニメック 愛知県
55 新日鉄住金ソリューションズ（株） 東京都 117 （株）ラインワークス 千葉県
56 スキューズ（株） 京都府 118 菱電商事（株） 東京都
57 スターテクノ（株） 愛知県 119 リンクウィズ（株） 静岡県
58 静光電機工業（株） 静岡県 120 （株）レステックス 千葉県
59 ターゲット・エンジニアリング（株） 京都府 121 ロボコム（株） 東京都
60 大新技研（株） 長崎県 122 ロボットエンジニアリング（株） 群馬県
61 ダイドー（株） 愛知県 123 （株）ロボプラス 兵庫県
62 タイヘイテクノス（株） 熊本県 ※ （株）特電 静岡県

※6月15日以降に申請



会員一覧 資料２

【協力会員】
1 伊藤忠マシンテクノス（株） 東京都
2 （株）エイジェック 埼玉県
3 SMFLレンタル（株） 東京都
4 （株）F.O.D 静岡県
5 金陵電機（株） 大阪府
6 燦キャピタルマネージメント（株） 大阪府
7 サンワテクノス（株） 東京都
8 芝原工業（株） 静岡県
9 島根県産業技術センター 島根県
10 住友重機械工業（株） 神奈川県
11 大喜産業（株） 大阪府
12 （公財）中国地域創造研究センター 広島県
13 東京海上日動火災保険（株） 東京都
14 日研トータルソーシング（株） 東京都
15 日本認証（株） 大阪府
16 （一財）日本品質保証機構 東京都
17 （株）松田電機工業所 愛知県
18 （株）マルエム商会 愛知県
19 三菱電機（株） 東京都
20 （株）安川電機 福岡県
21 八十島プロシード（株） 兵庫県
※ （株）ダイヘン 兵庫県

※6月15日以降に申請


