
企 業 会 員 名 称 ホ ー ム ペ ー ジ Ｕ Ｒ Ｌ

1 株式会社アート http://www.art-flexo.jp/

2 株式会社アート印刷工芸社 http://www.artkougei.co.jp/

3 株式会社アートウインズ http://www.artwinds.co.jp/

4 アートオフィスK

5 アートケミカル株式会社 http://www.artchemical.co.jp/

6 ＡＲＴＬＯＧＵＥ（一般社団法人 WORLD ART DIALOGUE） http://www.artlogue.org/

7 株式会社アール・アンド・デー・コミュニケーションズ http://www.rd-com.jp

8 RBグリーン

9 株式会社I＆Ｃ http://iandc-inc.jp/index.html

10 株式会社アイエス工業所 http://www.is-jp.com/

11 株式会社アイエムデー工業 http://www.imd-ind.com

12 株式会社アイケン http://www.aikenet.com/

13 株式会社アイザック http://www.isaac.co.jp/

14 株式会社アイステップ http://www.istp.co.jp/

15 アイセル株式会社 http://isel.jp/

16 株式会社アイディエス http://www.idscoltd.jp/

17 株式会社アイテック http://www.itec-es.co.jp

18 アイテック阪急阪神株式会社 http://itec.hankyu-hanshin.co.jp/

19 株式会社アイトック http://www.aitoc.co.jp/

20 ＩＰ・Ｐｒｏ株式会社 http://www.ip-pro.co.jp/

21 株式会社アイビック http://www.ivic-corp.co.jp

22 株式会社アイベックス https://www.ibex210.com

23 Iris ガラス工房

24 アウコンプリア株式会社 http://www.auac.co.jp/company/

25 葵精機株式会社 http://www.aoi-seiki.jp/

26 株式会社アオキ http://www.aoki-maido.co.jp/

27 青谷工業株式会社 http://www010.upp.so-net.ne.jp/aotani/

28 赤坂金型彫刻所

29 赤澤機械株式会社 http://www.akazawakikai.co.jp/

30 明石プラスチック工業株式会社 http://www.akapla.co.jp/

31 アカツキ工業株式会社 http://www.akatsuki-inc.co.jp/

32 アキツ工業株式会社 http://www.wininc.jp/

33 有限会社アキテック http://www.jttk.zaq.ne.jp/akitec/

34 株式会社秋山電子 http://www.akiyama-denshi.co.jp/

35 株式会社アキュサイト http://www.aquxite.co.jp
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36 アクア化学株式会社 http://www.aqua-c.com/

37 株式会社アクアテック http://www.aquatech-hydrasieve.co.jp

38 アクテック株式会社 http://www.actec1972.co.jp/

39 株式会社アクト http://www.acto-ltd.jp/

40 株式会社アクト http://www.act-yume.jp

41 株式会社アクトワークス http://www.actworks.ne.jp/

42 株式会社アクルス http://www.acrus.co.jp/

43 アゲハ産業株式会社 http://www.ageha-industry.co.jp/index.html

44 浅井金型株式会社 http://www.a-mold.co.jp/

45 旭鋳金工業株式会社 http://www.asahi-plating.co.jp

46 あさかわシステムズ株式会社 http://www.a-sk.co.jp/

47 株式会社アサダエンタープライズ

48 株式会社浅田可鍛鋳鉄所 http://www.asada-katan.co.jp

49 株式会社浅野製作所 http://www.asano-ss.com/

50 アサヒエンジニアリング株式会社 http://www.asahieng.com

51 旭化工株式会社 http://www.asahi-kakou.co.jp/

52 あさひ高速印刷株式会社 www.ag-media.jp

53 アサヒサイクル株式会社 http://www.asahicycle.co.jp/

54 旭産業株式会社 http://www.asahi-pyro.co.jp/index.html

55 旭商事株式会社 http://www.asahishoji.co.jp/index2010.htm

56 アサヒ精機鉄工株式会社 http://www.astkk.co.jp/

57 株式会社旭製作所 http://www.asahi-seisaku.com

58 株式会社アサヒ電子研究所 http://www.aelnet.co.jp

59 朝日熱処理工業株式会社 http://www.asahi-nets.com

60 株式会社旭プレシジョン http://www.akg.jp/puresijyon/

61 株式会社アシステック http://www.assistec.jp

62 株式会社アシック http://www.asyc-inc.co.jp

63 芦森工業株式会社 大阪工場 http://www.ashimori.co.jp/

64 株式会社アズ http://www.ascorp.co.jp/

65 株式会社飛鳥電機製作所 https://asuka-denki.jp/

66 株式会社アスク http://www.askk.co.jp

67 株式会社アステック入江セラミックス事業所 http://www.astec-irie.co.jp/index.html

68 アスト株式会社 http://www.ast-corp.jp/index.html

69 株式会社アダプト http://www.fscadapt.jugem.jp/

70 株式会社ADMO http://www.admo.co.jp/index.htm
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71 新金属工業株式会社 http://www.shinkinzoku.co.jp

72 厚地鉄工株式会社 http://www.atsuchi-ascon.co.jp/

73 ＡＴＴAＣＣＡＴＯ合同会社

74 あっと株式会社 http://kekkan-bijin.jp/

75 アットジャパンプランニング株式会社 http://atjapanplanning.com

76 株式会社アテクト http://www.atect.co.jp/

77 株式会社アテックス http://www.atecs-corp.co.jp/

78 アドコート株式会社 http://www.adpack.jp/index.html

79 株式会社アドバネクス http://www.advanex.co.jp/

80 株式会社アドバンス http://toreru.com/advance/

81 株式会社アトリエ アイ http://www.atelierai.co.jp/

82 アベル株式会社 http://www.abel-s.co.jp/

83 天美陸運株式会社 http://www.amami-rikuun.co.jp/

84 AMYLIS合同会社 http://amylis-llc.com/about.html

85 新居紙器株式会社 http://www.arai-shiki.co.jp/

86 荒川化学工業株式会社 http://www.arakawachem.co.jp/

87 有限会社アラカワ紙業 http://www.arakawabox.co.jp

88 有限会社アラキ http://www.yu-araki.com/index.html

89 荒木産業株式会社 http://www.arakisangyo.co.jp/

90 株式会社荒木製作所 http://www.araki-mfg.com/index.html

91 株式会社アラミック https://www.arromic.co.jp/

92 アリオメディカル株式会社 http://ariomedical.co.jp/index.html

93 株式会社アリス http://www.arice-world0917.jp/

94 株式会社アリック・ティ・シー http://www.aric-tc.co.jp

95 アルカディア・システムズ株式会社 http://www.arc-mec.com/

96 あるくらぼ歩行研究所 http://arukulabo.jp/

97 アルドネット株式会社 https://www.alldonet.com

98 アルバック機工株式会社 www.ulvac-kiko.com

99 株式会社ERテック http://www.ertec.jp

100 ＥＶ大阪

101 有限会社E.M.S http://www.pbfree.jp

102 イーエルジー株式会社 http://www.elg-inc.jp/

103 株式会社イーガー http://www.eager.co.jp

104 イーシーテクノ株式会社 http://www.ECTechno.co.jp/

105 飯田金属工業株式会社 http://www.iida-kinzoku.com/
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106 イーテクノ株式会社 http://etn-c.com/

107 株式会社イーパック http://www.e-pack.co.jp/

108 株式会社イーラボ

109 株式会社イオックス http://www.iox.co.jp/

110 株式会社イオンテクノセンター http://www.iontc.co.jp/

111 株式会社イクロス http://www.icross.co.jp/

112 株式会社池上金属製作所 http://ikekin.com/

113 株式会社イゲタ金網 http://www.igeta-kanaami.co.jp

114 池田金属工業株式会社 http://www.ikekin.co.jp

115 合同会社池田時計精機 http://its.b-smile.jp/

116 石井産業株式会社 http://www.isix.co.jp

117 石垣ゴム工業株式会社 http://www.ishigakigomu.co.jp/

118 イシコテック株式会社 http://www.ishikotec.co.jp/

119 株式会社石原産業 http://www.ishi-hara.co.jp

120 石原ヒーター製造株式会社 http://www.ishihara-heater.com

121 株式会社石村商店 www.ishimura-so.com

122 株式会社出石 http://www.ztec-izushi.co.jp/

123 株式会社五鈴精工硝子

124 泉谷機械工業株式会社 http://www.izutani.co.jp/

125 イズテック株式会社大阪営業所 http://www.izutech.co.jp

126 株式会社イズミカンコ http://izumi-kanko.com/

127 和泉チエン株式会社 http://www.izumichain.co.jp

128 株式会社和泉利器製作所 http://www.sakai-tohji.co.jp/

129 株式会社出雲 http://www.izumo-web.co.jp/

130 磯上歯車工業株式会社 http://www.igma.co.jp

131 株式会社一瀬製作所 http://www.ichi.co.jp

132 株式会社イデア

133 株式会社イデア http://www.idea-idm.co.jp/

134 伊藤工機株式会社 http://www.itokoki.co.jp/

135 株式会社伊藤鉄工所 http://www.itotekkosyo.co.jp/

136 株式会社イナバ産業 http://www.inaba-sangyo.co.jp

137 稲畑香料株式会社 http://www.inabatakoryo.co.jp/

138 因幡電機産業株式会社 http://www.inaba.co.jp/

139 株式会社イノアックコーポレション http://www.inoac.co.jp

140 株式会社イノアック住環境 http://www.inoac.co.jp/juukan/
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141 井上特殊鋼株式会社 http://www.issgrp.co.jp/

142 株式会社井上模型製作所 https://inouemokei.co.jp/

143 茨木ナミテイ株式会社 http://www.mmjp.or.jp/murao/

144 有限会社今市製作所 http://www.imaichi-inc.com/

145 井前工業株式会社 http://imae-kk.com/index.html

146 今在家精工株式会社

147 有限会社今村化学 http://www.imamurakagaku.com

148 株式会社岩佐 http://www.iwasajapan.com/company

149 岩谷化学工業株式会社 http://www.iwatani-chemi.co.jp/

150 株式会社岩本モデル製作所 http://www.i-model.jp

151 株式会社イング https://www.ing-n.com/

152 有限会社インザライフ

153 有限会社インターデザイン研究所 http://www.inter-d.co.jp

154 インタートラスト株式会社 http://www.intertrust.co.jp/

155 株式会社インテプロ http://www.intepro.co.jp

156 株式会社ヴァズインク http://www.vazinc.co.jp/

157 有限会社ウィッツ

158 株式会社ウイット http://wit-g.co.jp

159 株式会社Wings http://wings.moover.jp/

160 上島珈琲貿易株式会社 http://www.muc-coffee.co.jp

161 株式会社ウエスト・アップ http://www.west-up.co.jp/

162 植田工業株式会社 http://www.uedaindustry.co.jp/

163 ウエダ産業株式会社 http://uedaturb.co.jp/

164 上田製袋株式会社 https://uedaseitai.com/

165 ウォーターナビ株式会社 http://www.waternavi.co.jp/

166 株式会社ウチダ http://www3.ocn.ne.jp/~uchida7

167 株式会社ウチダ http://www.uchidanet.co.jp

168 宇宙開発協同組合ＳＯＨＬＡ http://www.Sohla.com

169 有限会社ウマキタック工芸

170 株式会社梅田鉄工所 http://www.umetetsu.co.jp

171 梅田電機株式会社 http://www.umeda-electric.co.jp

172 浦谷商事株式会社 

173 AiL株式会社 http://the-ail.jp/

174 株式会社永光 http://eico-inc.jp

175 HOCインテリジェントテクノロジー株式会社 https://www.jcdla.org/
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176 ＨＫテクノロジー株式会社 http://www.hk-tech.co.jp/

177 株式会社HCI http://www.hci-ltd.co.jp

178 合同会社HTK

179 株式会社エイトテック http://www.eight-tec.com/

180 株式会社エイワット http://www.eiwat.co.jp

181 エーアールファクトリー有限会社 http://www.ar-f.co.jp/

182 株式会社エー・アイ・インターナショナル http://aiinter.c.ooco.jp/

183 株式会社ＡＭＣ http://www.amc.biz-web.jp/16.html

184 株式会社エーゼット企画 http://www.az-g.co.jp/

185 ＡＶＣマルチメディアソフト株式会社 http://www.avcmms.co.jp/

186 株式会社エクロール http://www.eclore-japann.co.jp

187 株式会社エコー電機製作所 http://www.echo-co.jp/

188 ＥＣＯ－ＳＴＡＲ http://www.eco-star.com/

189 株式会社エス・ティ・インフォメーション http://www.stinfo.co.jp/

190 株式会社ＳＭＳ www.geocities.jp/smstuuhan/

191 株式会社エスコム http://www.scom.co.jp

192 エスジー工業株式会社 http://www.sg-net.co.jp/

193 エステック株式会社 http://www.esu-tech.co.jp

194 株式会社エナテック http://www.enatech.co.jp

195 エヌ・イー・ティー株式会社 http://www.net-bio.jp

196 株式会社NMトレーディング

197 エヌ・エンジニアリング株式会社 http://www.n-engineering.jp

198 NKGW株式会社 https://nkgw-kk.jp

199 株式会社ＮＴＰ http://www.ntp-vuv.com/

200 株式会社NBL研究所
http://www.nbl-
technovator.jp/NBL_Tech/index.html

201 ＮＢＬマテリアル株式会社 http://www.nblmt.jp/

202 株式会社榎本金属製作所 http://www.enomoto-k.com/

203 エノモト工業株式会社 http://www.enomoto-te.co.jp/

204 エバリス株式会社 http://www.ebaris.co.jp/

205 株式会社エフ・エム・アイ http://www.fmi.co.jp

206 有限会社エフ・シー http://www.hao2.co.jp

207 エフアールピーサービス株式会社

208 エフジェイ真空株式会社

209 株式会社f-pzl http://www.f-pzl.com/

210 エフビーオートメ株式会社 http://fb-a.com/
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211 Efligo合同会社 http://www.efligo.com

212 エム・テクニック株式会社 http://www.m-technique.co.jp/

213 株式会社MRT http://www.mrt-sensor.com

214 有限会社エムアンドジーキタデ http://www.mgkitade.com

215 株式会社MSK

216 株式会社M・Cケンマ

217 株式会社エムジェイテック http://www.mjtec.co.jp/pc/

218 エムシステム株式会社 http://m-sys-corp.jp/

219 株式会社MGIC http://m-gic.com/index.html

220 エムズ株式会社 http://www.msx.co.jp

221 有限会社MTM http://www.mtm-sp.com

222 株式会社ＭＴＧ http://www.mtg.gr.jp/

223 株式会社エムトピア http://www.emtopia.com

224 株式会社エムワン http://m1jp.com

225 ＬＢコア株式会社 http://www.lbcore.jp

226 株式会社圓應鍍金工業所

227 延生金属株式会社 http://www.ensho.co.jp/

228 有限会社えん総合研究所 http://en2.jp/

229 円田医科工業株式会社 大阪営業所
http://www.emic-
enda.co.jp/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e6%a6%82%e8%a6%
81/

230 王子ホールディングス株式会社 http://www.ojiholdings.co.jp/

231 応用技術株式会社 https://www.apptec.co.jp/

232 オー・エム・シー株式会社 http://www.jomc.co.jp/

233 株式会社オーイーエム https://www.oem.co.jp

234 オーエムジー株式会社 http://www.omg-opt.co.jp/

235 株式会社オークマ工塗 http://www.okumakot.com/

236 オーケー器材株式会社 https://www.ok-kizai.co.jp/index.html

237 株式会社大阪アサヒメタル工場

238 大阪印刷インキ製造株式会社

239 株式会社大阪エース http://osakaace.com/index.html

240 大阪ガス株式会社 http://www.osakagas.co.jp/index.html

241 大阪鋼機株式會社 http://www.osaka-kouki.co.jp

242 オーサカゴム株式会社

243 大阪冶金興業株式会社 http://www.osakayakin.co.jp

244 大阪真空化学株式会社 http://www.ovcjp.com
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245 株式会社大阪精機 http://osakaseiki.net/

246 大阪精工株式会社 http://www.osakaseiko.co.jp

247 有限会社大阪製作所 http://www.osaka-jp.net

248 株式会社大阪精密 http://www.osaka-seimitu.co.jp/

249 大阪鋲螺卸商協同組合 http://www.daibyokyo.com/

250 大阪熱処理株式会社 http://www.onk-phnx.co.jp

251 大阪フローメーター工業株式会社 http://www.ofr.co.jp

252 大阪有機化学工業株式会社 http://www.ooc.co.jp/

253 オージーフィルム株式会社 https://ogcorp.co.jp/

254 株式会社大島製作所 大阪工場 http://www.ooshima.me/index.html

255 株式会社オーゼットケー http://www.ozk-inc.co.jp

256 大谷塗料株式会社 http://www.otanipaint.com/index2.html

257 太田ベニヤ株式会社 http://www.ota-gr.co.jp

258 オーハツ株式会社 http://www.ohatsu.co.jp/

259 オービー工業株式会社 http://www.ob-kogyo.co.jp

260 株式会社オービット

261 大秀工業株式会社 http://www.pansrus.com

262 ＡuＢ株式会社 http://aub.co.jp/

263 株式会社大福鉄工所 http://www.ofuku-iron.jp

264 大峰化学株式会社 http://www.mkc.zaq.ne.jp/omine/

265 株式会社オーミヤ http://www.ohmiya.co.jp/

266 オーヤパイル株式会社 http://ohyapile.tanmono.com/

267 大和田カーボン工業株式会社 http://ohwada-c.jp

268 岡總株式会社 http://www.okaso.co.jp/

269 株式会社緒方製作所

270 株式会社オカノブラスト http://www.okano-blast.co.jp

271 株式会社岡本製作所 www.okamoto-ss.jp

272 尾川パイプ株式会社 http://ogawapipe.co.jp/

273 オクイ株式会社  http://www.okui.co.jp

274 奥野製薬工業株式会社 http://www.okuno.co.jp/

275 奥村鍛工株式会社

276 株式会社オズ・ワーク http://www.ozwork.co.jp

277 オテック株式会社 http://www.otec-kk.co.jp/

278 株式会社オナーズ http://www.ues.co.jp

279 株式会社オブジェクト http://www.object.co.jp/
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280 オムト

281 オムニヨシダ株式会社

282 オムロン株式会社 http://www.omron.co.jp/

283 ORAM株式会社 

284 オリエント化学工業株式会社 http://www.orientchemical.com/index.html

285 オリジン電気株式会社 http://www.origin.co.jp/company/Inq.html

286 株式会社魁半導体 http://www.sakigake-semicon.co.jp/

287 株式会社KAGRA http://www.kagra-inc.com

288 菓子工房T.YOKOGAWA https://t-yokogawa.com/

289 橿原電気株式会社 http://www.kashihara.co.jp/

290 株式会社加島 http://www.kashima-hot.co.jp/

291 柏原計器工業株式会社 http://www.kashikei.co.jp/

292 春日倉庫株式会社 http://www.kasuga-soko.co.jp

293 株式会社片木アルミニューム製作所

294 株式会社片山化学工業研究所 http://www.katayama-chem.co.jp

295 勝井鋼業株式会社 http://www.katsui-kougyou.co.jp/

296 株式会社ガッツ https://quatrogats.com/

297 株式会社加貫ローラ製作所 http://www.katsura-roller.co.jp/

298 株式会社カツロン http://www.katsulon.co.jp/

299 有限会社加藤エムイーピーシステム

300 加藤工業株式会社 http://www14.ocn.ne.jp/~kato3300/

301 株式会社門脇製作所 http://www.kadowaki-factory.co.jp

302 金井重要工業株式会社 http://www.kanaijuyo.co.jp/

303 カナエ鋼材株式会社 http://www.kanae-laser.co.jp

304 株式会社金澤鍍金工業所 http://www.kanazawa-plt.co.jp/

305 株式会社カナツ加工 http://www.kanatu.com/

306 株式会社アーチャーズ https://www.archers.co.jp/

307 株式会社椿本チエイン

308 株式会社甲 http://www.kabuto99.com/

309 上谷鉄工所

310 神谷機工株式会社 http://www.kamiya-saw.co.jp/

311 株式会社神山鉄工所 http://www.kamiyama-tekkosho.co.jp/

312 亀岡電子株式会社 http://www.kameokadenshi.co.jp

313 ガロー株式会社 http://www.garo-net.co.jp/

314 株式会社川上鉄工所 http://www.optic.or.jp/com/kawakami_tekko/
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315 川口自動車工業株式会社 www.ultravan.jp

316 河淳株式会社 神戸物流センター http://www.kawajun.co.jp

317 河野鉄工所

318 株式会社河邊商会 http://www.kawabe-co.com/

319 有限会社関西エンジニアリング http://homepage3.nifty.com/kansai-eg/

320 関西化工株式会社 http://kansaikako.co.jp/

321 株式会社関西クラウン工業社 http://www.kankura.co.jp/

322 株式会社関西経営サポートセンター

323 関西工事測量株式会社 http://www.kankou.co.jp

324 関西産業株式会社 http://www.kansai-sangyo.co.jp/

325 関西紙工株式会社 http://www.kansaishikou.com/index.html

326 関西セイキ工業株式会社 http://www.kansaiseiki.co.jp

327 関西電機工業株式会社 http://www.e-kansai.co.jp/

328 関西ポリマー株式会社 http://kansaipolymer.co.jp/

329 寛大工業

330 看板巴屋

331 株式会社ギガ・システム http://www.giga-system.co.jp/

332 菊水産業株式会社 http://kikusuisangyo.co.jp

333 菊池紙工株式会社 http://www.kikuchishiko.co.jp/

334 株式会社キジヤ商店

335 有限会社北大阪サービス

336 喜田工作所 http://www7a.biglobe.ne.jp/kidafactory/

337 木田精工株式会社 http://www.kidaseiko.co.jp/

338 株式会社喜多製作所 http://www.kita-mfg.com/

339 北田回転機関合同会社

340 株式会社北田金属工業所 http://www.kk-kitada.co.jp

341 株式会社木田鉄工所 http://www.kida-ironworks.com

342 株式会社北畠特殊金属 http://kitatoku.com/index.html

343 株式会社北浜製作所 http://www.kitahama.co.jp/

344 木田バルブ・ボール株式会社 http://www.kvb.jp/

345 株式会社キタムラ産業 http://www.kitamuraindustry.co.jp/index.html

346 木ノ本伸線株式会社 http://www.kinomoto.co.jp/

347 株式会社木幡計器製作所 http://www.kobata.co.jp/

348 木村アルミ箔株式会社 http://www.kimura-alumi.co.jp/

349 木村化学工業株式会社 http://www.kimurakagaku.co.jp/
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350 株式会社キムラテック

351 キャビテック株式会社 http://www.cabitec.jp

352 有限会社ＣＵＥ design service http://cue01.com/

353 株式会社久宝金属製作所

354 キョウエイ株式会社 http://www.kyouei-k.co.jp

355 株式会社共栄金物製作所 http://kyoeikanamono.jp/

356 有限会社協栄金属工業

357 共栄バルブ工業株式会社 http://www.kyoeivalve.co.jp/

358 紀陽産業株式会社

359 株式会社京伸 www.f-kyo-shin.co.jp

360 株式会社共伸技研 http://www.kyoushingiken.co.jp/

361 共進金属工業株式会社 http://www.kyosin-kk.co.jp/

362 株式会社共成 http://kyosei-ltd.com/index.html

363 株式会社協成 http://kyosei.com/

364 京セラミタ株式会社 http://www.kyoceramita.co.jp/index.html

365 京セラメディカル株式会社 http://kyocera-md.jp/

366 株式会社共豊興業 http://www.clubbit.net/kyouhou/

367 協立工業株式会社 http://www.kyoritsu-web.com/

368 協和株式会社 http://www.kyowajpn.co.jp/

369 株式会社協和製作所 http://www.kyowa-mf.co.jp

370 協和鉄工株式会社 http://homepage2.nifty.com/kyowatekko/index.html

371 貴和化学薬品株式会社

372 近畿編針株式会社 http://www.amibari.jp/

373 近畿工業株式会社 http://www.kinki-ind.co.jp

374 株式会社近畿ナルサ http://kinki-narusa.co.jp/

375 株式会社近計システム http://www.kinkei.co.jp/

376 錦城護謨株式会社 http://www.kinjogomu.jp/

377 株式会社キンセイインテリジェンスシステム http://www.k-kis.co.jp

378 株式会社キンダイ http://www.kindaiweb.co.jp/

379 金陵電機株式会社 http://www.kinryo-electric.co.jp

380 株式会社クオルテック http://www.qualtec.co.jp/

381 日下部機械株式会社 http://jp.kusakabe-kikai.com/

382 株式会社グッズ http://mggoods.com/

383 株式会社クニムネ http://www.kunimune.co.jp/

384 株式会社久保養蜂園 http://www.kuboyohoen.co.jp
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385 有限会社グライコマテリアルズ http://www.glycomaterials.com/

386 クラウン紙器株式会社

387 クラスターテクノロジー株式会社 http://www.cluster-tech.co.jp

388 株式会社グラッデンボックス http://www.gladdenbox.com

389 グラムス株式会社 https://www.glamscorp.jp/

390 グリーンサイエンス株式会社

391 クリエイト株式会社 http://www.cr-net.co.jp/profile/gaiyou.html

392 株式会社クリスタージュ http://www.crystage.com/

393 株式会社クリスタルテクノ

394 栗田エンジニアリング株式会社 http://www.kurita-eng.com/index.html

395 株式会社グリッド技研 http://www.on8181.net/grid/

396 株式会社クレブ http://www.crev.co.jp/

397 株式会社桑田板金製作所 http://www.kuwata-kb.co.jp/

398 グンジ株式会社 http://www.gunji.co.jp

399 有限会社ケイ・ティ・ティ http://www5.ocn.ne.jp/~ktt.inc/index.html

400 有限会社ケイエスシステム

401 株式会社ＫＪＴＤ http://www.kjtd.co.jp

402 ケイズ技研 http://www.kslabo.jp

403 ケイズモデル

404 株式会社計測器センター http://www.kcenter.co.jp

405 株式会社計測工業 http://keisoku1.com/index.html

406 有限会社ケイツー電子工業 http://www.k2-denshi.com/

407 ケィ・マック株式会社（ＴＯＰＲＥ） http://www.topre1.co.jp/

408 恵和株式会社 http://www.keiwa.co.jp/

409 株式会社ＫＲＩ http://www.kri-inc.jp

410 ＫＨネオケム株式会社 http://www.khneochem.co.jp/company/brandlogo/

411 株式会社ケーエヌエフジャパン https://knf.com/ja/jp

412 株式会社ＫＢＧアドバンス http://www.bskbg.co.jp/

413 ケミカルエンヂニヤリング株式会社 http://nes-chemical.co.jp/

414 株式会社現代工業

415 株式会社ケンテック http://www.kentech.co.jp

416 株式会社謙徳 https://www.kentoku39.co.jp

417 有限会社健養

418 有限会社健養

419 株式会社コア 関西カンパニー http://www.knc.core.co.jp/knc/
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420 興亜産業株式会社 http://www.koa-sangyo.com/index.html

421 株式会社広栄社 http://www.cleardent.co.jp

422 宏栄スプリング工業株式会社 http://www.koei-spr.co.jp

423 弘栄貿易株式会社 http://www.kohyei.com/

424 株式会社構研企画

425 甲子園金属株式会社 http://www.koshien.ecnet.jp/

426 甲子化学工業株式会社 https://www.koushi-chem.co.jp/

427 江洲金属株式会社 http://www.goshukinzoku.co.jp/

428 株式会社広伸 http://www.koshin-k.com/

429 株式会社光伸 http://www.kk-koshin.net/

430 興栄機鋼株式会社

431 株式会社広築 神戸支社 http://www.hirochiku.co.jp/

432 甲東株式会社 http://www.kotocom.co.jp/

433 恒徳工業株式会社 http://www.koutoku-ind.co.jp/index.html

434 甲南化工株式会社 http://www.konankako.co.jp/

435 高分子株式会社 http://www.kohbunshi.co.jp

436 宏邦産業株式会社

437 株式会社光洋 http://www.koyo-co.co.jp

438 光洋化学株式会社 http://www.koyo-chem.co.jp

439 光洋化学工業株式会社 http://www.kohyopla.co.jp

440 光洋機械工業株式会社 http://www.koyo-machine.co.jp

441 弘陽工業株式会社

442 株式会社高洋商会 http://www.kouyou-shokai.co.jp/

443 コウワ

444 株式会社コエックス http://www.coexe.co.jp

445 コーエイ産業株式会社

446 コーケン・テクノ株式会社 http://www.coaken-techno.co.jp

447 有限会社コーテック

448 株式会社コーヨーサンコ http://www.ko-yo-sanko.co.jp/

449 ゴールド工業株式会社 http://www.gold-ind.co.jp

450 古賀印刷株式会社 http://kogaprinting.co.jp/

451 国際バイタルデバイス有限会社 http://www.kaigisho.com/idm/

452 株式会社コクサン http://www.kokusan.co.jp/

453 国産部品工業株式会社 http://www.kbk-k.co.jp/

454 株式会社コクブ http://www.kokubucorp.jp/
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455 國陽電興株式会社 http://www.kokuyou-denkou.co.jp/

456 コシオカ産業株式会社

457 株式会社コシハラ http://www.koshihara.co.jp

458 株式会社児嶋鉄工所 http://www.kojima-ironworks.co.jp/

459 コスモシステム株式会社西日本本部 http://www.cosmo-sys.co.jp/

460 コスモテック株式会社 http://cosmo-tec.net/

461 株式会社コスモマテリアル http://www.cosmomaterial.jp

462 有限会社こだま製作所 http://www.kodama-tec.com/

463 小段金属株式会社 http://www.kodan.co.jp/

464 有限会社寿クレーン 

465 株式会社寿精密 http://www.kotobukiseimitsu.co.jp

466 コニカミノルタ株式会社 http://www.konicaminolta.jp

467 株式会社小西金型工学 http://konishikanagata.sakura.ne.jp/

468 株式会社此花鍍金工業所 http://www.konohana-mekki.com/index.html

469 コバオリ株式会社 https://www.kobaori.biz/

470 コバックス株式会社 http://www.covax.co.jp

471 株式会社小林シャーリング工業所 http://www.koba-sha.co.jp/

472 有限会社駒澤インダストリー

473 小松工業

474 コミュニティサークル匠の街

475 コム・ラボ株式会社 https://.com-institute.co.jp/

476 株式会社コムラ製作所 http://www.komura.co.jp

477 株式会社コモンプロダクツ https://www.cnanet.co.jp/

478 有限会社小山製作所

479 五洋紙工株式会社 http://www.goyoshiko.co.jp/

480 株式会社昆虫食のentomo https://entomo.jp/

481 株式会社 Konzertech Lab

482 サークルアンドスクエア株式会社 http://www.csq.co.jp/

483 株式会社サーテクノコア http://www.stc-net.jp

484 株式会社西當照明

485 佐伯工業株式会社

486 堺化学工業株式会社 http://www.sakai-chem.co.jp/

487 株式会社阪井金属製作所 http://www.kinzoku-kakou.net

488 堺工機株式会社 http://sakaikouki.co.jp/

489 堺刃物素形材研究所 http://www.sakai-cutlery.jp/
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490 阪井鋲螺株式会社

491 株式会社サカキメディカルデザイン http://sakaki-d.com

492 株式会社阪倉シャーリング http://www.sakakura-sharing.co.jp/

493 有限会社嵯峨野技研工業

494 株式会社阪村エンジニアリング http://sakamura-eng.co.jp

495 阪本巧作株式会社 http://www7.ocn.ne.jp/~sakafa/

496 株式会社坂本設計技術開発研究所 http://s-sst.com/

497 坂本造機株式会社 http://www.sakamotozoki.co.jp/

498 株式会社阪和紙業社 http://www.hanwashigyousha.co.jp/

499 有限会社櫻井鉄工所 http://www.sakumold.com

500 株式会社サクラクレパス http://www.craypas.com/

501 さくら精機株式会社 http://www.sakura-seiki.co.jp

502 株式会社櫻製作所 http://www.sakuraseisakusho.co.jp

503 佐々木化学薬品株式会社 http://www.sasaki-c.co.jp

504 サス・サンワ株式会社 http://sassanwa.co.jp/

505 株式会社サツマ超硬精密 http://www.satsumanet.co.jp/

506 サトーパーツ株式会社 https://www.satoparts.co.jp/

507 サニーオーシャンジャパン株式会社 http://www.soj3203.com/

508 サニーサイド

509 サノヤステクノサポート株式会社 http://www.sanoyas.co.jp/

510 株式会社鯖や http://www.torosaba.com/

511 株式会社サワダ製作所 http://www.sawada-obk.com

512 澤村電材株式会社 http://www.sawamuradenzai.co.jp

513 株式会社サン・エンジニアリング http://www.sunengi.co.jp/

514 サン・エンジニアリング株式会社 http://sun-wt.jp/

515 三栄化工株式会社 http://www.san-eikako.com

516 株式会社仙栄産業 http://sen-ei.net/

517 株式会社三栄製作所 http://www.san-ei-seisakusho.jp/

518 サンエス護謨工業株式会社 http://www.sun-esu.co.jp/

519 株式会社サンエテック http://www.san-e.co.jp/

520 有限会社三喜製作所 http://www.sankiseisakusho.jp/

521 株式会社三協エレック

522 株式会社三共合金鋳造所 http://www.ksh-sankyo.com/

523 株式会社三協製作所

524 株式会社三共製作所 http://www.sankyo-mfg.co.jp/
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525 株式会社三協製作所 https://sankyo-s-s.co.jp

526 三協立山株式会社 タテヤマアドバンス社 http://advance.st-grp.co.jp/company/profile.html

527 株式会社三共プラス http://www.sankyo-plus.co.jp

528 三協エアテック株式会社 http://www.sat.co.jp/

529 三景産業株式会社 http://www.3kei.co.jp/

530 三恵メリヤス株式会社 http://www.sankei.fm

531 三郷金属工業株式会社 http://www.laser-factory.jp/

532 三晃工業株式会社 http://www.sanko-kk.org/

533 三幸製作所株式会社

534 株式会社三興ポンプ製作所 http://www5.ocn.ne.jp/~sanko-p/

535 株式会社サンコー http://www.sanko-flexible.com/

536 株式会社サンコー http://www.sankooo.com

537 株式会社サンコー技研 http://www.hct.zaq.ne.jp/sanko-g/index.htm

538 三國製薬工業株式会社 http://www.mikuni-seiyaku.co.jp

539 三進金属工業株式会社 http://www.sanshinkinzoku.co.jp

540 株式会社山翠社 http://www.sansuisha.com

541 株式会社三星

542 サントー試作モデル株式会社 http://www.santo-shisamku.jp

543 株式会社サンノーベル http://www.sunnobel.co.jp

544 株式会社サンハーティネス香産

545 株式会社サンパック http://www.sunpac.co.jp

546 株式会社サンプラテック http://www.sanplatec.co.jp/

547 株式会社三宝化学研究所 http://www.sanbo-chem.co.jp/

548 株式会社三友 http://www.sanyu-c.jp/

549 サンユレック株式会社 http://www.sanyu-rec.jp/index.html

550 三陽金属株式会社 http://www.sanyo-mt.co.jp/

551 株式会社三陽製作所

552 株式会社サンライズ・テクノロジー二十一 http://www.st-21.net

553 株式会社三立工業 http://www.sanlitu.com

554 株式会社サンワ http://www.crafteriaux.co.jp

555 三和紙工業株式会社 www.sanwakami.co.jp

556 三和計器株式会社 http://www.h5.dion.ne.jp/~s-haruka

557 三和研磨工業株式会社 http://www.sanwakenma.co.jp

558 三和精工株式会社 http://www.sanwa-seiko.co.jp/

559 株式会社三和製作所 http://www.sanwa-bits.com/
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560 株式会社三和製作所 http://www.sanwa-q.co.jp/

561 三和ニューテック株式会社 http://www.sanwa-newtec.co.jp/

562 三和ハイドロテック株式会社 http://www.sanwapump.co.jp/

563 三和パッキング工業株式会社 http://www.sanwa-packing.co.jp/

564 株式会社三和鋲螺製作所 http://www.sanwabyora.co.jp/

565 株式会社シーカム http://www.ccum.co.jp

566 株式会社シークェンス www.seq.co.jp

567 株式会社シード http://www.seedr.co.jp/

568 株式会社シート・デバイス開発 http://sdd-ag.co.jp/

569 株式会社シートデバイス開発 http://www.sdd-ag.co.jp/

570 株式会社ＧＢＲＹ http://www.gbry.jp/

571 株式会社ＣＰ ＪＡＰＡＮ http://www.cp-japan.com/

572 シーホネンス株式会社 http://www.seahonence.co.jp/index.html

573 シーマン株式会社 http://www.sheen-man.co.jp/

574 株式会社ＧＹシステムズ http://gysystems.jimdo.com/

575 株式会社ジェイアーム http://j-arm.com

576 株式会社J・H・M http://www.jhm.jp/

577 JTS関西株式会社 http://www.jts-kansai.com/

578 JFEテクノリサーチ株式会社 http://www.jfe-tec.co.jp/

579 Ｊ lator

580 ＪＣＰコーポレーション http://www.jcpcorporation.com/

581 ジェクス株式会社 http://www.jex-inc.co.jp/

582 有限会社ジェニーズトレーディング http://www.jennys-trading.com/

583 ジェントリー http://suit-gentry.com/index.html

584 the authentic design

585 塩野香料株式会社 https://www.shiono-koryo.co.jp/

586 株式会社ジオリゾーム http://www.georhizome.com/

587 シキボウ株式会社 http://www.shikibo.co.jp

588 株式会社シキボウ堺

589 株式会社繁原製作所 http://www.shigehara.co.jp

590 シケン株式会社 http://www.shiken.co.jp/company.html

591 株式会社システムリソーセズ

592 シスネット株式会社 https://sysnet.co.jp

593 有限会社自然ライフ

594 株式会社シナノプロセス http://www.human-n.co.jp/shinano-p/
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595 芝谷鉄工所

596 芝実工業株式会社 http://homepage2.nifty.com/sbk-cable

597 治部電機株式会社 http://www.jibu.co.jp/

598 シプロ化成株式会社 http://www.shipro.co.jp

599 株式会社島川製作所 http://www.shimakawa.co.jp

600 島田化成株式会社 http://www.shimada-kasei.co.jp/

601 島田化成装置株式会社 http://www.ssc-shimada.co.jp/

602 株式会社島谷技研 http://www.shimatanigiken.co.jp

603 嶋田プレシジョン株式会社 http://www.shimada-precision.co.jp

604 島根自動機株式会社 http://www.shimane-jidoki.com

605 株式会社シミズ http://www.shimizu-corp.co.jp/

606 清水金型製作所

607 有限会社清水サンプル http://www.shimizusample.co.jp/

608 株式会社下西製作所

609 株式会社下平電機製作所 http://www.shimohira.co.jp/

610 下宮金属工業株式会社 http://www.shimomiya.co.jp/

611 有限会社下村鉄工所

612 シャープ株式会社 研究開発本部 産学協同開発センター http://www.sharp.co.jp/index.html

613 ジャスト株式会社

614 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング http://www.jpte.co.jp/

615 株式会社ジャパンエレグロス https://www.mozuseries.com

616 株式会社JAPAN STAR http://japan-star.com/

617 合同会社ジャパンデンタルシステム

618 自在設計合同会社

619 正栄工業株式会社 http://www.sugukiru.jp/

620 有限会社上手工作所 http://www.jo-zu-works.com

621 株式会社精膳

622 城東ユニオン株式会社 http://www.j-union.co/index.html

623 昭和化工株式会社 http://www.showakako.co.jp/

624 昭和工業株式会社 http://www.skbrush.co.jp

625 ジョー・プリンス竹下株式会社 http://www.geoprince.co.jp/

626 株式会社ＣｈｏｃｏｌａＴａｎ https://chocolatan.co.jp/

627 白草製材所

628 シルバー株式会社 http://www.silver-yao.co.jp/

629 株式会社シルバーロイ販売 http://www.silverlloy.com/
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630 株式会社新栄

631 進栄化成株式会社 http://shineikasei.com/

632 株式会社シンキ精工 http://www.shinki-s.net/company.html

633 株式会社シンクチューブ www.thinktube.com

634 株式会社新光工業 http://www.kk-shinkokogyo.co.jp/

635 株式会社新高テック http://www.souda.com.sin.html

636 有限会社進功ブラスト工業所 http://shinko-blast.jp/

637 シンコハンガー株式会社 http://www.hanger-net.co.jp/

638 株式会社新事業開発研究所 http://startupbiz.jp/

639 株式会社新宿屋 https://shinjukuya.com

640 新庄金属工業株式会社 http://www.shinjohokushin.jp

641 有限会社新栄精器 http://www.sineiseiki.jp

642 新生紙化工業株式会社 http://www.shinseishika.co.jp/

643 シンドー株式会社 http://www.shidoh.co.jp

644 新日本コンピュータマネジメント株式会社 http://www.scm-net.co.jp/

645 株式会社新日本テック http://www.sntec.com/

646 株式会社新陽 www.sinyo.jp

647 株式会社伸和製作所 http://www.shinwapm.co.jp/

648 株式会社新和製作所 http://hwm8.gyao.ne.jp/sinwaitami/

649 新和テクノロジ株式会社 http://www.shinwa-tech.jp/index.html

650 株式会社水上工作所

651 末廣鋼業株式会社
http://www.yuuryouhouzinkai.higashiosaka.osaka.jp/
companies/c_suehiro-kogyo.html

652 末廣精工株式会社 http://www.suehiro-s.com/

653 末広メカニックサービス

654 株式会社スカイ電子 http://sky-denshi.co.jp/

655 株式会社スギタ http://www.sugitakasa.com/

656 株式会社スギノマシン http://www.sugino.com

657 スキマファクトリー

658 杉山金属株式会社

659 スキルインフォメーションズ株式会社 http://www.sic-net.co.jp/

660 スキルシステムズ株式会社  https://www.skill-systems.co.jp/

661 洲崎鋳鉄株式会社 http://www.suzaki-chutetsu.com/index.html

662 株式会社鈴木製作所 http://www.su-ss.com

663 株式会社スタッフ http://www.rd-stuff.com/
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664 株式会社砂山製作所 http://www.sun3-ss.co.jp

665 スパイスキューブ株式会社 https://www.spicecube.biz/

666 株式会社SpaceView https://spaceview.co.jp/

667 スぺクトロニクス株式会社 http://www.spectronix.co.jp/

668 スポーツバンク株式会社 http://www.sportsbank.co.jp/

669 株式会社スポーツレジャーシステムズ https://e-sls.com/

670 スマット工研

671 有限会社スミタ化学技術研究所 http://www.nano-sumita.com

672 住電商事株式会社 http://www.sumiden-tomita.co.jp

673 有限会社住友 http://www.u-sumitomo.co.jp

674 株式会社三友エンジニアリング http://sunyou-eg.jp/

675 住友ゴム工業株式会社 http://www.srigroup.co.jp/

676 住友電工ハードメタル株式会社 http://www.sumitool.com/

677 株式会社スミロン http://sumiron.com/

678 スリーアップ・テクノロジー

679 Three Rivers

680 生活環境デザイン研究所

681 セイキョク住建株式会社 http://www.seikyoku.co.jp

682 成光精密株式会社  https://www.seikouseimitsu.com/

683 株式会社セイコー http://www.seiko-pack.co.jp/

684 株式会社SEITOKU http://seitoku-jp.com/

685 西部エンジニアリング株式会社 http://www.seibu-eng.co.jp/

686 株式会社セイホウ

687 星朋商工株式会社 http://www.seiho-shoko.co.jp/index.html

688 精密プレス工業株式会社 http://www.hukugou.com/

689 株式会社セイワ www.ks-seiwa.co.jp

690 株式会社セイワ技研 http://www.seiwa-giken.co.jp/

691 誠和産業株式会社 http://www.seiwa-sangyo-ltd.co.jp/

692 成和プラスチック株式会社 http://www.seiwaplastic.com/index.html

693 清和プラメタル株式会社 http://seiwa-plametal.co.jp/

694 生和熔工所

695 株式会社セカンドセレクション http://www.secondselection.com/

696 攝津製油株式会社 http://www.settsu-seiyu.co.jp/

697 ゼネラルプロダクション株式会社 http://www.generalproduction.jp

698 株式会社セピオテック http://www.sepiotec.com/
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699 センカ株式会社 http://www.senkajpn.com/

700 株式会社センシュー http://www.senshu-co.jp/

701 株式会社センショー http://www.sensyo-ltd.co.jp/

702 ゼンシン株式会社 www.zensin.co.jp

703 センスシングスジャパン株式会社

704 センスプロ株式会社 http://www.sense-pro.com/

705 センタン工業株式会社 http://www.sentankogyo.co.jp

706 株式会社センテック http://www.sentec.co.jp

707 セン特殊光源株式会社 http://www.senlights.co.jp/

708 泉陽興業株式会社 http://www.senyo.co.jp/index.htm

709 株式会社創 http://www.e-b2b.jp/

710 株式会社創機システムズ http://www.souki-co.jp/

711 ソウコーオフィス

712 株式会社双信 http://www.soshin.com/

713 株式会社ソダ工業 http://www.sodakogyo.co.jp/

714 株式会社SOBAプロジェクト www.soba-project.com

715 株式会社ソフトウェアエンジニアリング http://www.softeng.co.jp

716 株式会社ソフトム http://www.softm.co.jp/

717 株式会社ＳｏｆＴｏＬｅｔ http://www.softolet.com

718 ターナー色彩株式会社 http://www.turner.co.jp/

719 ダイアエンタプライズ株式会社 http://www.dia-web.com

720 第一金属株式会社 http://www.metal-daiichi.co.jp

721 第一鋼業株式会社 http://www.daiichis.com

722 太一工業株式会社 http://daiichi-kougyo.com/

723 第一合成株式会社 http://www.daiichigosei.co.jp

724 第一実業ビスウィル株式会社 http://www.viswill.jp/

725 大一電機株式会社 http://www.dai1denki.co.jp/

726 大衛株式会社 http://www.amethyst.co.jp/

727 大永紙工株式会社 http://www.daiei-kami.com/

728 株式会社大栄精工

729 ダイエイ精工所

730 大化物流開発合同会社 http://www.taika-solution.co.jp

731 大貴工業株式会社 http://daiki.ecnet.jp

732 株式会社大喜商会 https://www.daiki-k.co.jp/

733 大享印刷株式会社
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734 ダイキン工業株式会社 環境技術研究所 http://www.daikin.co.jp/index.html

735 大研化学工業株式会社 http://www.daiken-chem.co.jp

736 株式会社大晃機械製作所 http://www.daikokikai.co.jp/

737 大光紙工株式会社 http://daiko-siko.com

738 株式会社大幸精機 http://www.daikou-sk.com

739 第三舶用工業株式会社 http://www.daisanhaku.co.jp/

740 株式会社大志製作所

741 大昌電気株式会社

742 大昌電器株式会社 http://www.daisyoudenki.com

743 株式会社大神

744 株式会社ダイシン

745 株式会社ダイス http://www.diestree.co.jp/

746 ダイセイ株式会社 http://www.daisei-kk.co.jp

747 太盛工業株式会社 http://www.taisei-kogyo.com

748 株式会社大成工作所 http://tai-sei.com/

749 有限会社大青鉄工 http://www.daisei-ironworks.co.jp/

750 太成二葉産業株式会社 http://www.tims-net.co.jp

751 有限会社大仙鍍金工作所 http://www.depi.co.jp

752 大創株式会社 http://www.daiso-net.com/

753 株式会社ダイゾー ニチモリ事業部 http://www.daizo.co.jp/

754 株式会社タイチク http://www.taichiku.co.jp

755 大東衛生株式会社 http://www.daitoueisei.com/

756 大同化工株式会社 http://www.daido-kako.com

757 大同化成工業株式会社 http://www.daido-chem.co.jp/

758 株式会社ダイトウプラスチック

759 ダイトーケミックス株式会社 http://www.daitochemix.co.jp

760 ダイドレ株式会社 http://www.daidore.co.jp/

761 株式会社大日ハンソ－ http://www.jade.dti.ne.jp/dnhks

762 大日本塗料株式会社 http://www.dnt.co.jp/

763 株式会社ダイネット

764 株式会社ダイネット

765 株式会社ダイプラ https://www.dai-pla.co.jp/

766 ダイベア株式会社 http://www.daibea.co.jp/

767 泰平産業株式会社

768 太洋通信工業株式会社 https://taiyo-tsushin.com/
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769 株式会社泰邦 http://www.taih.jp/

770 株式会社大豊製作所 http://www.kk-taiho.jp/

771 大丸紙工株式会社 http://www.daimarushikou.com/

772 大丸商事株式会社 http://www.daimarsshoji.com

773 株式会社タイムズコーポレーション http://www.times.ne.jp/

774 ダイヤモンド電機株式会社 http://www.diaelec.co.jp/

775 大裕株式会社 http://www.taiyu-corp.com

776 太陽金網株式会社 http://www.twc-net.co.jp

777 太陽金属製作所 http://www.taiyouseisakusho.com/

778 株式会社太洋工作所 http://www.taiyomfg.co.jp

779 株式会社太陽商会 http://www.sunpower-web.co.jp/

780 太陽パーツ株式会社 http://www.taiyoparts.co.jp

781 株式会社タイヨーＰ.Ｕ.Ｓ http://www.2.tpus.co.jp

782 株式会社ダイレオ http://www.daileo.co.jp/

783 大和板紙株式会社 http://www.ecopaper.gr.jp/daiwa/

784 大和化成株式会社 http://www.daiwa-kasei.jp/

785 大和建工材株式会社 http://www.daiwakenkozai.com/

786 大和工業株式会社 http://www.daiwa-kougyou.jp/

787 大和工業株式会社 http://www.daiwakougyou.jp/

788 大和合成株式会社 http://www.daiwa-pls.co.jp/

789 株式会社大和照明製作所

790 大和精工株式会社 http://www.daiwa-seiko.jp/

791 有限会社大和製作所 http://www.daiwass.co.jp

792 ダイワボウノイ株式会社 http://www.daiwabo.co.jp/company/index.html

793 株式会社タカコ http://www.takako-inc.com

794 株式会社髙澤製作所 http://www.takazawa-ss.co.jp

795 鷹羽産業株式会社
http://www.mydome.jp/venture_support/forecs/tak
anoha.htm

796 高橋化成株式会社 http://www.takahashikasei.co.jp

797 株式会社高橋楠 https://takahashikusu.co.jp/

798 高橋工作所 http://www.sessakukakou.com

799 株式会社髙橋製作所 http://www.mfg-takahashi.ocn

800 タカラ産業株式会社 http://www.takaranet.co.jp/

801 株式会社多久製作所 http://www.tak-ss.co.jp/

802 田口木工株式会社 http://replus.jp/index.php
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803 有限会社たくみ精密鈑金製作所 http://www.takumi-bankin.net/

804 有限会社たくみ精密鈑金製作所 https://www.takumi-bankin.net

805 タケダツール株式会社

806 株式会社竹中製作所 http://www.takenaka-mfg.co.jp/

807 竹中繊維株式会社 www.takenaka-tex.com

808 竹野染工株式会社 http://takenosenko.com/

809 株式会社辰巳エヤーエンジンアリング http://www.tatsumi-air.co.jp/

810 タツミ化成工業所 http://www.tatsumikasei.jp/

811 辰巳工業株式会社 http://www.tatsumi-cast.co.jp/index.html

812 有限会社巽繊維工業所 http://www.choku.co.jp

813 辰巳屋金属株式会社 http://www.tatsumiya-metal.co.jp

814 タテカワ森本

815 株式会社田中金属製作所 https://www.tanaka-kk.jp

816 田中紙管株式会社 http://www.tanakapt.co.jp/

817 有限会社田中製作所

818 田中電工株式会社 http://www.tei-tanaka.co.jp

819 田中電機工業株式会社 http://www.3863.co.jp

820 株式会社タナカファクトリー http://www.tanakaf.co.jp/index.html

821 田中文金属株式会社

822 棚橋電機株式会社 http://www.tanahashidenki.co.jp

823 タナベヴィルテック株式会社 http://www.tanabewilltec.co.jp

824 株式会社タニモト http://www.shower.co.jp

825 タマノイ酢株式会社 http://www.tamanoi.co.jp/

826 株式会社玉本鍍金工業所 http://www.tamamoto.jp/corp/index.html

827 株式会社ダルトン http://www.dalton.co.jp/

828 智頭電機株式会社 http://www.chizudenki.co.jp/

829 チトセ工業株式会社 http://www.chitose-kk.co.jp

830 知能技術株式会社 http://www.chinou.co.jp

831 株式会社知能情報システム http://www.chino-js.com/

832 中央精機株式会社 http://www.chuouseiki.co.jp/

833 中央鉄工株式会社 http://chuosteel.jp/

834 株式会社中央電気計器製作所 http://www.e-cew.co.jp/

835 中海鋼業株式会社

836 千代田空調機器株式会社 http://www.chiyoku.co.jp/

837 株式会社チルコート http://chirucoat.com
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838 株式会社ツールオカフジ http://www.tool-okafuji.co.jp/

839 司工業株式会社 http://ecrus.biz/

840 塚本鍍金工業株式会社 http://www.tukamoto-mekki.co.jp/

841 株式会社津川製作所 http://www.tsugawa.co.jp/

842 株式会社ツクバ

843 株式会社土谷金属 http://sangyo.city.yao.osaka.jp/mono/c48.html

844 株式会社ティ・アイ・エス https://www.tis-web.co.jp

845 有限会社ティ・エス・ディ http://www.e-tsd.co.jp/

846 株式会社DCウエムラ http://dc-uemura.com/

847 ディーテック有限会社 http://www.dtech.co.jp

848 有限会社DAC http://www.dac-ind.jp/

849 TSTジャパン株式会社 https://www.tst-jpn.com/wordpress/

850 株式会社ティグ http://www.titanium-tig.com

851 帝国イオン株式会社 http://teikoku-ion.co.jp/

852 株式会社デイジイエル http://www.tgl.co.jp/index.html

853 貞徳舎株式会社 http://www.teitokusha.co.jp/

854 有限会社出口鉄工 http://www.deguchi-jp.com

855 株式会社テクノアオヤマ http://www.t-aoyama.co.jp

856 テクノグローバル株式会社 http://techno-global.jp/

857 株式会社テクノサポートデザイン http://www.t-s-d.jp/

858 株式会社テクノタイヨー http://www.techno-t.co.jp/

859 株式会社テクノ高槻 http://www.takatsuki.co.jp/

860 株式会社テクノプラン http://www.tekunopulan.co.jp/

861 テクノロール株式会社 http://www.technoroll.co.jp

862 株式会社テクモウルド http://www.tecmold.co.jp/

863 株式会社デザインポケット http://www.designpocket.co.jp/

864 株式会社テサキ製作所 http://www.tesaki.co.jp/

865 有限会社デジタル・マイスター http://www.d-meister.co.jp

866 株式会社デジック http://www.digic.org

867 株式会社テック・ワン http://www.techone.co.jp

868 TECH-RD

869 株式会社デポアム http://www.depoam.com

870 株式会社Temari https://www.temarii.com/

871 株式会社デュアル電子工業 http://www.e-dual.co.jp/

872 株式会社テラシタ http://goodtowel.jp/
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873 寺西化学工業株式会社 http://www.guitar-mg.co.jp

874 デンゲン株式会社 http://www.dengen.co.jp

875 株式会社電源設計 http://www.dc-power.co.jp/

876 株式会社電子技研 http://www.denshigiken.co.jp/

877 TENT http://tent1000.com

878 有限会社東亜システムクリエイト http://www.toa-corp.co.jp/

879 東亜ローソク株式会社 http://www.toa-candle.co.jp/

880 東英産業株式会社 http://toeisangyo.jp

881 東興産業株式会社 http://www.toukousangyo.com/

882 株式会社東公舎金属製作所 http://www.tokosha-k.co.jp

883 東芝機械株式会社 https://www.toshiba-machine.co.jp/

884 東信工業株式会社 http://www.toshin-i.co.jp

885 東進工業株式会社 http://tohshin-k.co.jp

886 東邦工機株式会社 http://www.hittools.co.jp/

887 東方工業株式会社

888 東邦焼鈍株式会社 http://www.toho-shouton.com/

889 東洋ケース株式会社 http://www.craft-kyoto.com

890 有限会社東洋工作所

891 東洋サクセス株式会社 http://www.toyo-success.co.jp/index.html

892 東洋シール株式会社 http://www.toyo-seal.co.jp

893 東洋フレーム株式会社 http://toyoframe.com/

894 東洋ライト株式会社

895 有限会社桃季舎 http://park3.wakwak.com/~torisha/torisha.html

896 合同会社two-rings https://www.two-rings.jp

897 株式会社東和製作所

898 株式会社東和製作所 http://www.towa-works.jp

899 トーカロ株式会社

900 株式会社トーキンシステム

901 トークシステム株式会社 http://www.talksystem.co.jp

902 株式会社トーケミ http://www.tohkemy.co.jp/index.html

903 株式会社トーコー http://www.metal-toko.co.jp/

904 株式会社トーシン http://www.toshin21.co.jp/

905 トーフレ株式会社 http://www.tofle.com

906 トーヨーポリマー株式会社 http://www.toyopolymer.co.jp

907 トキワ精工株式会社
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908 株式会社トクピ製作所 http://www.tokupi.co.jp/

909 株式会社都市環境設計 http://www.toshikan.com

910 凸版印刷株式会社

911 有限会社トップス

912 株式会社トップツール

913 株式会社巴製作所 http://www.tomoe-works.co.jp

914 株式会社豊里金属工業

915 豊田産業株式会社 http://www5f.biglobe.ne.jp/~toyota/

916 豊通マテリアル株式会社 http://www.toyotsumaterial.co.jp/index.html

917 豊中計装株式会社 http://toyonakakeisou.com

918 株式会社トライアード https://www.triad-japan.com/

919 有限会社トラッド http://www.trad-group.com/

920 株式会社トレイル うららかGPSウォーク http://www.uraraca.net/

921 株式会社ナード研究所 http://www.nard.co.jp/

922 株式会社内外 http://www.kknaigai.co.jp

923 内外インキ製造株式会社 http://www.naigaiink.com

924 内外化成株式会社 http://www.naigai-kasei.jp

925 内外電機株式会社 https://naigai-e.co.jp/

926 株式会社内藤製作所 http://www.naito-mfg.co.jp/

927 株式会社ナオミ http://www.naomi.co.jp

928 直本工業株式会社 http://www.naomoto.co.jp/index.html

929 中井機械工業株式会社 http://www.nkm.co.jp/

930 有限会社永井製作所

931 株式会社ナガイパッケージ http://www.nagaipkg.com

932 長岡金属工業株式会社 http://www.nagaoka-sanko.co.jp

933 長岡産業株式会社 http://www.nagaoka-sangyou.jp

934 ナカオ金属工業株式会社 www.nakao-nmc.com

935 ナカオ金属工業株式会社

936 中尾食品工業株式会社 https://nakaoshokuhin.com/

937 中川鉄工株式会社 http://www.nakagawa-iw.com/

938 株式会社中北製作所 http://www.nakakita-s.co.jp/

939 株式会社中島重久堂 http://www.njk-brand.co.jp

940 有限会社中製作所 http://www.naka-seisakusho.co.jp/

941 株式会社中田製作所 http://www.nakata-ss.co.jp/

942 株式会社ナカタニ 大阪支店 https://www.nakatani-mtl.com/about/outline
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943 永塚工業株式会社 http://www.crownab.com/

944 株式会社ナガト

945 株式会社 ナカニシプリント工芸 http://www.nakanishi-print.co.jp

946 株式会社中野木型製作所 http://www.e-nakanokigata.cc/

947 株式会社中農製作所 http://www.nakanos-s.co.jp/

948 中橋製作所

949 中原化成品工業株式会社 http://nakahara-kk.co.jp/

950 中谷金属工業株式会社 http://www2.ocn.ne.jp/~nakatani/

951 中村製工 http://nakamuraseikou.net/

952 株式会社 中村超硬 http://www.nakamura-gp.co.jp/

953 株式会社ながやR https://nagayar.com/

954 中山産業株式会社 http://www.nakayama-ind.co.jp/

955 株式会社中山製鋼所 http://www.nakayama-steel.co.jp

956 株式会社ナクロ http://www.nacro.co.jp

957 なでしこ袋物株式会社 http://www.jobstarlink.com

958 株式会社ナニワ https://www.ibex-naniwa.co.jp

959 ナニワ研磨工業株式会社 http://www.naniwa-kenma.co.jp

960 浪華合成株式会社 http://www.naniwagousei.com

961 株式会社浪速試錐工業所 http://www.naniwashisui.jp/index.html

962 浪速鍛工株式会社 http://www.namitan.co.jp/kaisya/index.htm

963 株式会社ナニワ有機工業 http://www.knaniwa.co.jp

964 株式会社ナニワ炉機研究所 http://www.naniwaroki.co.jp/

965 ナミコー株式会社 http://www.namicoh.co.jp

966 有限会社成平工業 http://narihirakogyo.com/

967 成瀬金属株式会社 http://www.narusekinzoku.co.jp

968 ナルックス株式会社 http://www.nalux.co.jp/

969 株式会社ナレッジ http://www.knowledge.co.jp/

970 株式会社南海 http://www.nankai-color.biz

971 株式会社ナンゴウヤデンタルラボラトリー http://www.nangoya-dl.com/

972 株式会社南和商会 http://www.nanwa-gr.co.jp/sub1.htm

973 西井木工有限会社

974 有限会社西尾

975 株式会社西尾木材工業所 http://west-lumber.co.jp

976 西尾レントール株式会社 http://www.rent-all.jp

977 株式会社西口校具製作所 http://www.nishiguchi-kg.jp/

http://www.crownab.com/
http://www.nakanishi-print.co.jp
http://www.e-nakanokigata.cc/
http://www.nakanos-s.co.jp/
http://nakahara-kk.co.jp/
http://www2.ocn.ne.jp/~nakatani/
http://nakamuraseikou.net/
http://www.nakamura-gp.co.jp/
https://nagayar.com/
http://www.nakayama-ind.co.jp/
http://www.nakayama-steel.co.jp
http://www.nacro.co.jp
http://www.jobstarlink.com
https://www.ibex-naniwa.co.jp
http://www.naniwa-kenma.co.jp
http://www.naniwagousei.com
http://www.naniwashisui.jp/index.html
http://www.namitan.co.jp/kaisya/index.htm
http://www.knaniwa.co.jp
http://www.naniwaroki.co.jp/
http://www.namicoh.co.jp
http://narihirakogyo.com/
http://www.narusekinzoku.co.jp
http://www.nalux.co.jp/
http://www.knowledge.co.jp/
http://www.nankai-color.biz
http://www.nangoya-dl.com/
http://www.nanwa-gr.co.jp/sub1.htm
http://west-lumber.co.jp
http://www.rent-all.jp
http://www.nishiguchi-kg.jp/


企 業 会 員 名 称 ホ ー ム ペ ー ジ Ｕ Ｒ Ｌ

大阪ものづくりイノベーションネットワーク入会リスト【企業会員】※50音順  令和５年２月16日現在

978 西精工株式会社 http://www.nishi-seiko.co.jp/

979 株式会社西田機械工作所

980 西日本スターワークス株式会社 http://www.star-w-n.com/

981 株式会社ニシムラ http://www.nishimura-arch.co.jp/top.html

982 株式会社西村技研 http://www.barrel-n.co.jp

983 株式会社西村製作所 http://nishimura-seisakusyo.jp/index.html

984 西村鐵工所

985 株式会社西山製作所 http://www.nishiyama-osaka.co.jp

986 ニチダイ https://www.nichidai.jp/

987 日動工業株式会社 https://www.nichido-ind.co.jp/

988 日空工業株式会社 http://www.nicum.co.jp/j/index.html

989 株式会社日研 http://www.nikken-dljp

990 日研ツール株式会社 http://www.nikkentool.co.jp/

991 日建ラス工業株式会社 http://www.nikken-lath.co.jp/

992 日光化成株式会社 http://www.nikkokasei.co.jp

993 日興製鋼株式会社 http://www.nikkoseiko.co.jp/index.html

994 日興輸送機株式会社 http://www16.plala.or.jp/nikkoh/

995 日進ケムコ株式会社 http://www.nissin-chemco.co.jp/

996 日進化学株式会社 http://www.nisshinkagaku.com/

997 日新技研株式会社 http://www.osaka-nissin.co.jp/

998 日新鋼業株式会社 http://www.nssw.co.jp

999 株式会社日清精工 http://nissinseikou.com

1000 株式会社ニッシンテクノ http://www.nissin-techno.com

1001 日信特器株式会社 http://www.n-tokki.co.jp/

1002 日進プレス工業所

1003 日成化学鍍金工業株式会社 http://www.nissei-mp.co.jp

1004 株式会社新ニッセン http://www.nissen-flock.co.jp

1005 新田ゴム工業株式会社

1006 日鉄住金テクノロジー株式会社 http://www.nsst.nssmc.com/

1007 日邦ミシン株式会社 http://www.nippo-sewing.co.jp/index.html

1008 日本アート印刷株式会社 http://www.nipponart-p.co.jp/

1009 日本ニューマチック工業株式会社 http://www.npk.co.jp/

1010 ニプロ株式会社 http://www.nipro.co.jp

1011 日本インスペックス株式会社 http://www.nihon-inspex.co.jp/

1012 日本化学機械製造株式会社 http://www.nikkaki.co.jp
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1013 日本カラー工業株式会社

1014 有限会社日本機工

1015 日本計器株式会社 www.nihonkeiki.com

1016 ニホンサンテク株式会社

1017 株式会社日本シーアール http://www.n-cr.jp/

1018 日本紙管工業株式会社 http://www.n-shikan.co.jp

1019 日本スチールワイヤロープ株式会社 http://www.new-corp.heteml.jp

1020 日本スピンドル製造株式会社 http://www.spindle.co.jp/

1021 株式会社日本スペリア社 http://www.nihonsuperior.co.jp

1022 日本精機株式会社 http://www.dokurovalve.co.jp

1023 日本精器株式会社 http://www.nihonseiki.com/

1024 日本製紙パピリア株式会社大阪営業支店 http://www.papylia.com/

1025 日本セルロイド化工株式会社 http://www.geocities.jp/nihoncelluloid/

1026 有限会社日本ＤＳＰ http://www.nihon-dsp.jp

1027 日本テストパネル株式会社 http://www.testpanel.co.jp/

1028 日本度器株式会社 http://www.nihondoki.co.jp

1029 株式会社日本特殊技研
http://www.techplaza.city.higashiosaka.osaka.jp/co
mpany/detail.php?id=580

1030 日本ファスナー工業株式会社 http://www.nfas.co.jp/

1031 日本ブッシュ株式会社

1032 株式会社日本フューテック http://www.j-futec.co.jp

1033 株式会社日本フラッシュ http://www.nihonflash.com

1034 日本プロテックソフトウェア株式会社 http://www.nps-net.com/

1035 日本マクセル株式会社開発本部 http://www.maxell.co.jp/

1036 日本メッシュ工業株式会社 http://nihon-mesh.co.jp/

1037 株式会社 日本ラスパート http://www.ruspert.co.jp

1038 日本リアニックス株式会社 http://www.liniax.co.jp/

1039 株式会社日本リサイクル http://www.n-recycle.co.jp/index.html

1040 日本ワヰコ株式会社 http://www.wico.jp/

1041 日本電鍍工業株式会社 http://nihondento.co.jp/

1042 株式会社ネイチャー

1043 株式会社ネオノア http://neonoa.21jp.com

1044 ネオマテリアル研究会

1045 ネクスタ株式会社 http://www.nexta.co.jp

1046 根来産業株式会社 http://negoro-eco.com/

1047 熱研産業株式会社 http://www.nekken-sangyo.co.jp/

http://www.nihonkeiki.com
http://www.n-cr.jp/
http://www.n-shikan.co.jp
http://www.new-corp.heteml.jp
http://www.spindle.co.jp/
http://www.nihonsuperior.co.jp
http://www.dokurovalve.co.jp
http://www.nihonseiki.com/
http://www.papylia.com/
http://www.geocities.jp/nihoncelluloid/
http://www.nihon-dsp.jp
http://www.testpanel.co.jp/
http://www.nihondoki.co.jp
http://www.techplaza.city.higashiosaka.osaka.jp/co
http://www.nfas.co.jp/
http://www.j-futec.co.jp
http://www.nihonflash.com
http://www.nps-net.com/
http://www.maxell.co.jp/
http://nihon-mesh.co.jp/
http://www.ruspert.co.jp
http://www.liniax.co.jp/
http://www.n-recycle.co.jp/index.html
http://www.wico.jp/
http://nihondento.co.jp/
http://neonoa.21jp.com
http://www.nexta.co.jp
http://negoro-eco.com/
http://www.nekken-sangyo.co.jp/


企 業 会 員 名 称 ホ ー ム ペ ー ジ Ｕ Ｒ Ｌ

大阪ものづくりイノベーションネットワーク入会リスト【企業会員】※50音順  令和５年２月16日現在

1048 株式会社ネットサービス24 https://www.net-service24.co.jp/

1049 ノイエス株式会社 http://www.neues.co.jp/

1050 株式会社ノーケン http://www.nohken.com/

1051 ノースヒルズ溶接工業 http://www.nhillz.jp

1052 株式会社ノーティス http://www.lunadr.com

1053 能勢酒造株式会社 http://www.eonet.ne.jp/~nosemizu/

1054 野田金型有限会社

1055 野宮産業株式会社 http://www.nomiya-burashi.co.jp/

1056 株式会社野村製作所 http://www.nomurass.co.jp

1057 株式会社野村鍍金 https://www.nomuramekki.com/

1058 株式会社パアグ http://paag.co.jp/

1059 株式会社パーツシステム

1060 株式会社バーテック http://www.burrtec.co.jp

1061 バイオエポック株式会社

1062 バイオシグナル株式会社 http://www.biosignal.co.jp

1063 バイオベース株式会社 http://www.biobasejpn.co.jp/index.html

1064 ハイツサクラ

1065 ハイテン工業株式会社 http://www.hiten.co.jp/

1066 ハイポネックスジャパン http://www.hyponex.co.jp

1067 株式会社ハカレル https://www.hakarel.com/

1068 株式会社白紙とロック https://www.8969.co.jp/

1069 ハクゾウメディカル株式会社 http://www.hakuzo.co.jp

1070 株式会社羽車 http://www.haguruma.co.jp/

1071 間機設工業株式会社 http://www.hazamakisetsu.com/

1072 株式会社橋本鉄工所

1073 パスワークスジャパン株式会社

1074 長谷川精機株式会社 http://www.hs-k.com

1075 株式会社ハタ http://www.hata06.co.jp/index.html

1076 株式会社八馬製作所 http://www.hachiuma.com/

1077 株式会社八立製作所 http://www.hachiritsu.co.jp/

1078 白光株式会社 http://www.hakko.com

1079 八田工業株式会社 http://www.hatta.co.jp/

1080 株式会社八田製作所 http://www.hattass.co.jp

1081 ハッチ・クリエイト・ワークス株式会社 https://hcw.co.jp/

1082 株式会社服部製作所 http://www7.ocn.ne.jp/~hattori
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1083 パナソニック株式会社 全社CTO室 http://www.panasonic.co.jp

1084 パネフリ工業株式会社 http://www.edgeband.com/

1085 浜崎電設株式会社 http://hamazaki-web.co.jp/

1086 林経営支援オフィス

1087 株式会社林福蔵商店 http://www.fhayashi.com

1088 原田車両設計株式会社

1089 ハラダマテリアル

1090 榛木金属工業株式会社 http://www.hariki-net.co.jp

1091 ハリキ精工株式会社 http://www.hariki.co.jp/

1092 株式会社パリティ・イノベーションズ http://www.piq.co.jp/

1093 株式会社バルクケミカルズ・ジャパン http://www.bulkchemicals.co.jp

1094 株式会社バンクール http://www.zakka.net/vancool/

1095 阪神金属興業株式会社 尼崎事業所 http://www.hanshin-metal.co.jp/

1096 バンズエンジニアリング株式会社 http://www.banz-engineering.com/

1097 株式会社PRD http://www.yamaki-japan.com/

1098 株式会社ピーアイシステム http://www.pis.co.jp/

1099 株式会社ピーエスピー http://www.PSP-corp.co.jp

1100 ヒーサンズ有限会社

1101 PCL株式会社 http://www.pcl-japan.com/

1102 株式会社ピーティーエス http://www.pts.bz

1103 株式会社ピカパワー http://kohkin.biz/

1104 株式会社光製作所 http://hikari-ltd.com/index.html

1105 株式会社ビクター特販 http://www.lc-victor.com

1106 株式会社ヒダカ http://hidaka-pipe.com/

1107 株式会社ビッツ https://www.bits.co.jp/

1108 株式会社bitset https://bitset.jp

1109 株式会社樋原製作所

1110 株式会社平井製作所 http://hiraiworks.com

1111 枚岡合金工具株式会社 http://www.sg-loy.co.jp

1112 株式会社枚方技研 http://www.hirakata-g.co.jp

1113 平山精機株式会社 http://www.hirayama-seiki.co.jp

1114 宏邦産業株式会社

1115 株式会社広築 

1116 株式会社日輪

1117 ファイテン株式会社 https://www.phiten.com/
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1118 ファミリーイナダ株式会社 http://www.family-chair.co.jp/

1119 株式会社フォルム・デザイン研究所 http://www.forum-design.co.jp/

1120 合同会社フォレストサイド http://morinomichi.webnode.jp/

1121 株式会社Forward https://forward-inc.jimdo.com/

1122 深江化成株式会社 http://www.watson.co.jp

1123 福岡電機株式会社 http://www.fukuoka-d.co.jp/

1124 株式会社 福田鉄工所 http://www.fiw.jp

1125 福地金属株式会社 http://www.fukuchi-kinzoku.jp/

1126 福ちゃんキッチン

1127 福光精機株式会社 http://monodzukuri.com/company/10938

1128 袋谷タオル合資会社 http://www.fukuroya-towel.com/

1129 不二合金株式会社 http://www.fujigokin.com/

1130 株式会社フジ・データ・システム http://www.fdsnet.co.jp/

1131 株式会社藤井縫工所 http://www.e-housei.net/

1132 株式会社 藤岡エンジニアリング http://www.fujioka-grp.jp/

1133 有限会社藤川樹脂 http://www.fujikawa-jushi.co.jp

1134 株式会社箭木木工所 http://yagimokkousho.com

1135 株式会社フジキン http://www.fujikin.co.jp/

1136 富士金属株式会社 http://www.fuji-kinzoku.co.jp/

1137 フジキンソフト株式会社 http://www.fujikin.co.jp/

1138 富士ケミカル株式会社 http://www.fuji-chem.co.jp

1139 富士高周波工業株式会社 http://fuji-koushuha.co.jp/

1140 株式会社冨士精機 http://www.fujiseiki-mg.com

1141 不二精機株式会社 www.fujiseiki.com

1142 不二精工株式会社 http://www.fuji-seiko.com

1143 株式会社富士製作所 http://www.fujiseisakusho.com/

1144 藤田金属株式会社 http://www.fujita-kinzoku.jp

1145 富士テクノ工業株式会社 http://www.fuji-techno.co.jp

1146 富士電線工業株式会社 http://www.fujiewc.co.jp/

1147 富士電波工業株式会社 www.fujidempa.co.jp/

1148 不二パウダル株式会社 http://www.fujipaudal.co.jp/index.html

1149 富士発条株式会社 http://www.fuji-spring.co.jp/

1150 株式会社藤原電子工業 http://www.fdk-ltd.jp/

1151 フジモリ産業株式会社 http://www.fujimori.co.jp

1152 フジ矢株式会社 http://www.fujiya-kk.com/
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1153 フジヨウコウ株式会社

1154 フセハツ工業株式会社 http://www.fusehatsu.co.jp/index.html

1155 扶桑精工株式会社 https://www.fuso-seiko.co.jp/group/osaka/

1156 株式会社フタバ http://www.futaba-coaster.jp

1157 双葉商事株式会社 http://www.futabashoji.jp/

1158 株式会社双葉精機製作所 http://www.futaba-seiki.co.jp

1159 双葉塗装株式会社 http://www.futaba-toso.co.jp

1160 株式会社フツパー https://hutzper.com/

1161 プライミクス株式会社

1162 株式会社プラステコ http://plastecocorp.com/

1163 プラスマン合同会社 https://plusmanllc.co.jp/

1164 ブリッジア工業株式会社 http://www.bridgeindustry.com/

1165 合同会社ブリマテック

1166 有限会社ブリューナク http://brionac.jp/

1167 株式会社ＰＲＩＮ http://www.knowledge-frontier.jp/prin.html

1168 ブルーテック株式会社 http://www.bluetec.co.jp

1169 株式会社古島 大阪支店 http://www.kk-kojima.co.jp

1170 フルタ電機株式会社 http://www.fulta.co.jp/index.html

1171 フルタニ産業株式会社 http://www.furutani-sangyou.co.jp/

1172 株式会社ブレイクスルーシステムズ http://www.breath-sys.co.jp

1173 有限会社ブレインアーツ http://www.brain-arts.com

1174 株式会社プロアシスト http://www.proassist.co.jp/

1175 有限会社フロンティアハウジング

1176 株式会社フロント研究所

1177 PaylessGate株式会社 https://www.paylessgate.com

1178 平和電子工業株式会社 www.heiwadenshi.co.jp/

1179 株式会社ベースライン

1180 株式会社ペーパーワールド http://www.jotosiki.co.jp

1181 株式会社ベッセル http://www.vessel.co.jp/html/

1182 株式会社ベッセル工業 www.vessel.co.jp

1183 Helichrysum http://www.helichrysum-web.com/

1184 株式会社ベリル

1185 ペンギンワックス株式会社 http://www.penguinwax.co.jp/

1186 株式会社扁舟舎 http://www.henshu.co.jp/

1187 宝永電機株式会社 https://www.hoei-elec.co.jp/
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1188 株式会社BosaiTUBE JAPAN（大阪支店）

1189 朋友金属株式会社 http://www.hoyu-metal.co.jp/

1190 豊菱産業株式会社 http://www.horyo.co.jp/

1191 ホーザン株式会社 www.hozan.co.jp

1192 株式会社ホーライ http://www.horai-web.com/

1193 北勢工業株式会社

1194 株式会社ホクセイ製作所 http://www.hcn.zaq.ne.jp/hokusei

1195 ホクデン工業株式会社 http://hokuden-ind.co.jp/

1196 株式会社星田逸郎空間都市研究所 http://www.jttk.zaq.ne.jp/baeko605/

1197 株式会社ホシック http://www.hosiq.co.jp/index.html

1198 株式会社星野産商

1199 株式会社堀鉄工所

1200 ボルカノ株式会社 http://www.volcano.co.jp

1201 株式会社盆木製作所

1202 香港貿易発展局 大阪事務所 http://www.hktdc.com/info/ms/jp/Japanese.htm

1203 本州印刷株式会社 http://www.honsyu-p.co.jp/

1204 本城金属株式会社 http://www.honjometal.co.jp/

1205 マーエーテック

1206 マーティ株式会社 http://www.marty.co.jp/

1207 マイクロ・ビークル・ラボ株式会社 http://www.mvl.co.jp/

1208 マイクロバイオファクトリー株式会社

1209 マイクロ波化学株式会社 http://www.mwcc.jp/

1210 株式会社マイスターエンジニアリング http://www.mystar.co.jp/

1211 マイティ株式会社 http://mighty-soap.com/index.html

1212 株式会社マエガワモールド http://www.maegawapmc.com

1213 株式会社前田金属製作所

1214 株式会社マキシンコー http://www.makishinko.co.jp/

1215 株式会社マグネット https://www.magnets-n.com/

1216 株式会社 誠印刷 http://homepage2.nifty.com/makoto-co/index.html

1217 有限会社マサカツ鋼材 http://masakatsu-kouzai.co.jp/

1218 有限会社間嶋製作所 http://www.majima.co.jp/

1219 有限会社マシン・メンテナンス・サービス

1220 有限会社マスタニテック http://www.masutanitec.co.jp/

1221 株式会社マスパック http://www.masspack.co.jp

1222 松井工業株式会社 http://www.matsui-kogyo.co.jp/
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1223 株式会社松井製作所 http://matsui-ss.com/

1224 有限会社マックウェッブ http://www.mac-web.co.jp/info/06.html

1225 松下金属工業株式会社 http://m-e-g.co.jp/kinzoku/

1226 松下工業株式会社

1227 株式会社松下商会 http://www.matsushita-shokai.com/

1228 株式会社マツダ http://www.matsuda-corp.com

1229 マツダ株式会社 http://www.matsuda-fastener.co.jp/

1230 マツダ紙工業株式会社 http://www.matsuda-siko.com/

1231 松田製作所

1232 株式会社松徳工業所 http://www.shotoku-netsushori.co.jp

1233 松浪硝子工業株式会社 http://www.matsunami-glass.co.jp

1234 株式会社松野金型製作所 http://www.matsuno-k.co.jp/index.html

1235 株式会社松本機械製作所 http://www.mark3.co.jp

1236 マツモト産業株式会社 http://mac-exe.co.jp

1237 株式会社マツモトマシナリー

1238 マツモラ産業株式会社 http://www.matsumora.co.jp/

1239 松山精機株式会社 http://www.matusei.jp

1240 マツヤマ電機株式会社 http://www.mtym.jp

1241 株式会社松よし人形 http://www.matsuyoshi-doll.co.jp/

1242 祭

1243 マテック株式会社 http://matec.co.jp

1244 マテックス株式会社 http://www.matex-japan.com/

1245 マドモワゼル http://www.mademoiselle5misao.org/

1246 株式会社マトリックス http://www.matrix-inc.co.jp/

1247 株式会社マルイ http://www.marui-group.co.jp

1248 マルイチエクソム株式会社 http://www.maruitixsomm.co.jp

1249 株式会社丸ヱム製作所 http://www.maruemu.co.jp/

1250 丸ヱムツール株式会社 http://www.maruemu.co.jp/company/com_tool.html

1251 Maru Su Bags https://marusubags.deci.jp/

1252 株式会社マルチブライ http://www.multiply.co.jp

1253 マルトミプレス株式会社 http://marutomi-press.com/index.html

1254 マルニ工業株式会社 http://www.maruni-ind.co.jp

1255 有限会社丸福

1256 株式会社丸松製作所 http://www.marumatsu.co.jp/

1257 丸楽紙業株式会社 http://www.maruraku.co.jp/
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1258 丸和工業株式会社 http://maruwa-kogyo.com/index.html

1259 有限会社まんてん堂 http://www.mantendo.com/

1260 ｍａｎｒｉ http://manri.jp/

1261 三笠株式会社 http://www.mikasacorp.com/

1262 ミカサ金属株式会社 http://www.mks-inc.co.jp/index.html

1263 株式会社三木製作所 http://www.miki-mfg.com/

1264 三喜鋲螺株式会社 http://www.mikinet.jp/

1265 三木理研工業株式会社 http://www.mikiriken.co.jp/

1266 ミクニペイント株式会社 http://www.mikuni-paint.co.jp/index-top.html

1267 株式会社ミクロブ

1268 株式会社水田製作所 http://www.mizuta-inc.com

1269 株式会社ミスト http://www.jp-mist.com/

1270 株式会社水野製作所 http://www.mizuno-works.co.jp/

1271 溝西鐵鋼株式会社

1272 溝端化学株式会社 http://www.mizobata.sakura.ne.jp/

1273 株式会社ミックコスモ http://www.miccosmo.co.jp/

1274 ミツマ技研株式会社
http://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-
FYbqCQdzGVdt.aspx

1275 三元ラセン管工業株式会社 http://www.mitsumoto-bellows.co.jp/

1276 ミツワ電機工業株式会社 http://www.mitsuwa-ec.co.jp

1277 株式会社三ツワフロンテック http://www.mitsuwa.co.jp/index.html

1278 ミテジマ化学株式会社

1279 緑屋紙工株式会社 https://www.futo-kobo.com

1280 港製器工業株式会社 http://www.minatoseiki.co.jp

1281 株式会社源邑光北野刃物製作所 https://kitanohamono.co.jp/

1282 株式会社ミネロン http://www.minellon.co.jp/index.html

1283 株式会社三原

1284 株式会社三原金属工業 http://www5.ocn.ne.jp/~mihara07/odekake/

1285 株式会社ミハル http://workring-miharu.co.jp/

1286 実福鉄工 http://www.mifukutekkou.com

1287 株式会社三村工作所 http://www.kkmimura.jp

1288 株式会社MiyaiGarage http://www.miyaigarage.com/index.html

1289 宮川化成工業株式会社 http://www.miyagawa.co.jp/FRAME.html

1290 有限会社宮川電子
http://www.shokokai.or.jp/25/252131S0061/index.h
tm
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1291 宮崎研磨株式会社 http://www.miyazakikenma.co.jp/index.html

1292 ミヤテック産業 http://www.miyatech220.com/

1293 株式会社明浄金属 http://www.myojometals.com

1294 明星金属工業株式会社 http://www.meisei-metal.co.jp

1295 MiR http://www.genkihiroba.net/

1296 ミルシステム株式会社 http://www.millsystem.com/

1297 睦工業株式会社 http://www.mtmk.co.jp

1298 宗田ゴム株式会社 http://www.muneta-net.com/

1299 株式会社 村上技研産業 http://www.murakamigiken.co.jp

1300 株式会社村上衡器製作所 http://www.murakami-koki.co.jp/

1301 株式会社村上電子工学 http://www.murakami-elec.co.jp/

1302 株式会社村田製作所 http://www.murata.co.jp/

1303 株式会社村元工作所 http://www.muramoto.com/

1304 室本鉄工株式会社 http://www.muromoto.co.jp/

1305 ＭＡＹイムノサイエンス 

1306 メイクプロテック株式会社 http://yonehara7.wixsite.com/makeprotech

1307 明興産業株式会社 http://www.meikos.co.jp/index.html

1308 有限会社明光鐵工所 http://www.naniwa-yume.com/meikou/top.htm

1309 メイコーマシン株式会社 http://meikomachine.co.jp/

1310 株式会社明治大理石 http://www.osaka-meiji.co.jp/

1311 明星電機株式会社 http://www.meisei-e.co.jp

1312 明和グラビア株式会社 http://www.mggn.co.jp

1313 明和工芸印刷株式会社 http://www.meiwakougei.com/index.html

1314 株式会社メタルファンテック http://www.mftech.jp

1315 メック株式会社 http://www.mec-co.com

1316 株式会社ものづくり計画

1317 モノプラス株式会社 http://www.mono-plus.jp/

1318 株式会社桃谷順天館 http://www.e-cosmetics.co.jp

1319 モラブ阪神工業株式会社 http://www.morabu.com

1320 株式会社モリシタ http://www.morisita-fastener.co.jp/

1321 モリシン精機株式会社 http://www.morishin-seiki.com/

1322 株式会社守谷商会 大阪支店 http://sales.moritani.co.jp/

1323 モリテツ電機株式会社 http://moritetu2000.co.jp/

1324 株式会社森原システムエンジニアリング http://www.morihara.jp

1325 株式会社モレキュラーイメージングラボ http://www.mi-labo.com
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1326 有限会社紋珠 高槻バイオマスエネルギー研究所 http://monjyu.co.jp/

1327 株式会社八尾金網製作所 http://www.yaokanaami.co.jp/

1328 八阪バルブ工業株式会社 http://yasaka-valve.jp

1329 株式会社ヤシマ http://www.e-yashima.com

1330 株式会社ヤシマエコデザイン http://www.yashimadenko.co.jp/

1331 八洲電業株式会社 http://www.dlgbattery-japan.com/

1332 株式会社八代 http://www.yashiro.co.jp/

1333 株式会社ヤスオカ http://www.yasuoka.co.jp/

1334 ヤスダエンジニアリング株式会社 http://www.yasuda-eng.co.jp

1335 有限会社安田製作所

1336 株式会社ヤハタ http://www.yahata-net.com

1337 株式会社ヤポック http://www.yapoc.co.jp/

1338 ヤマウチ株式会社 http://www.yamauchi.co.jp

1339 株式会社ヤマエ http://www.yamae.jp/

1340 山岡金属工業株式会社 www.silkroom.co.jp

1341 山木製作所

1342 山口包装工業株式会社 http://yamaguchi-kf-pack.com/

1343 ヤマコー株式会社 http://www.yamaco-forging.co.jp/index.html

1344 株式会社山崎 http://www.yamazakico.jp/

1345 山下硝子建材株式会社 http://y-gk.com/index.htm

1346 株式会社山下鍛造所 http://www.yamatan.co.jp/

1347 株式会社山伸 http://www.yamasin.com

1348 ヤマセイテクノス株式会社 http://www.yamasei-technos.com/

1349 株式会社山田製作所 http://www.yamada-ss.co.jp

1350 株式会社山電器 http://www.meikogr.co.jp/yamaden

1351 ヤマト株式会社 http://www.yamatoceo.co.jp

1352 大和化学工業株式会社 http://www.daiwaci.co.jp/

1353 ヤマト科学株式会社 http://www.yamato-net.co.jp/

1354 大和鋼業株式会社 http://www.yamatokogyo-kk.com/

1355 大和合成株式会社 http://www.daiwa-pls.co.jp

1356 大和歯車製作株式会社 http://www.daiwa-gear.jp/

1357 株式会社大和前川製作所 http://www.yamatomaegawa.co.jp

1358 大和木工株式会社 http://yamato-wood.co.jp/index.html

1359 株式会社ヤマナカゴーキン http://www.yamanaka-eng.co.jp/

1360 ヤマニシ金型
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1361 株式会社山文電気 http://www.yamabun-ele.co.jp

1362 株式会社山本金属製作所 http://www.yama-kin.co.jp/

1363 山本精密株式会社 http://y-precision.co.jp/

1364 山本ビニター株式会社 http://www.vinita.co.jp

1365 ユアサＭ＆Ｂ株式会社 http://www.yuasamxb.com/

1366 株式会社ユー・システム

1367 株式会社ユーアイ技研 https://yuaigiken.com

1368 ユーアイニクス株式会社 http://www.uinics.co.jp/home/index.htm

1369 株式会社YU＆U

1370 株式会社ユーコウ産業 http://www.yu-kou.net

1371 雄工精機株式会社

1372 株式会社ユーコン http://www6.ocn.ne.jp/~ucon/top/index.html

1373 ユーサイクル有限会社 http://www.u-cycle.jp/

1374 株式会社ユーティ化粧品 http://www.utco.jp

1375 株式会社ユウビ造形 http://www.yuvi.co.jp/

1376 UFO発明侍

1377 ユタカ金型

1378 ユタカ産業株式会社 http://www.yutakasangyo.co.jp

1379 有限会社ユタカ製作所 http://www.yutaka-ss.com

1380 株式会社ユタカメイク http://www.yutakamake.co.jp/index.html

1381 ユニオンスクリュー株式会社

1382 株式会社ユニックス http://www.unics-co.jp

1383 株式会社ユニテック

1384 株式会社ユニテック http://www.unitec-lca.co.jp/

1385 株式会社ユニメディック http://unimedic.co.jp/

1386 株式会社Ubiqcon

1387 夢工房甲斐

1388 株式会社 ユメディカ http://www.kenkou.ne.jp

1389 横井産業株式会社

1390 横浜ゴムMB株式会社近畿カンパニー http://www.yrc.co.jp/mbw/

1391 吉泉産業株式会社 http://www.yoshiizumi.com/

1392 吉川化成株式会社 http://www.ypc-g.com/

1393 吉村経営労務事務所

1394 吉村メディカル福祉株式会社 http://www.ymwc.co.jp

1395 吉村油化学株式会社 http://www.yoshimura-oc.co.jp
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1396 豫洲短板産業株式会社 http://www.yoshu.co.jp/

1397 株式会社依田真珠

1398 ライトタッチテクノロジー株式会社 https://www.light-tt.co.jp/

1399 RIDE DESIGN http://ridedesign.web.fc2.com

1400 株式会社ラミーコーポレーション http://www.lami-corporation.co.jp/

1401 ラミネート工業株式会社 http://www.laminate.co.jp/

1402 蘭製作所

1403 理化工業株式会社 http://www.rk-k.jp

1404 理研化学工業株式会社 http://www.riken-chem.co.jp

1405 理研発条工業株式会社 http://www.riken-spring.co.jp

1406 株式会社リッタイ http://www.rittai-k.jp/

1407 株式会社リンカイ http://www.kk-rinkai.co.jp/

1408 株式会社Ｒｉｎｇ https://ring-gr.jp/

1409 リンクスウェア株式会社 http://www.linksware.co.jp

1410 ルート工業株式会社 http://www.routeboy.co.jp

1411 有限会社ルネセイコウ http://runeseikou.com/wpb2/wp/

1412 株式会社ルブリ

1413 株式会社レイ・クリエーション http://www.raycreation.co.jp

1414 株式会社レイホー製作所 https://www.0ho.co.jp/

1415 株式会社レイマック

1416 株式会社レザック http://www.laserck.com

1417 レッキス工業株式会社 http://www.rexind.co.jp/jp/index.html

1418 株式会社レック制御 http://www.lec21.com/

1419 株式会社ローラン http://www.loarant.com

1420 ローレル株式会社 http://www.laurel-h2o.co.jp/

1421 ロゴヒット グラフィックス http://logohit.main.jp/

1422 ロザイ工業株式会社 http://www.rozai.co.jp/index.html

1423 株式会社ロダン２１ http://www.rodan21.com

1424 ロックファスナー株式会社 http://www.lockfastener.com/

1425 株式会社六甲工芸社 http://www.rokko-kogei.com

1426 株式会社ワールドエンジニアリング http://www.world-kiban.com

1427 株式会社ワイ・ドライブ http://www.y-drive.biz

1428 株式会社ワイ・ジェー・エス． http://www.yjs.jp/

1429 株式会社ワイズ・ラブ http://www.yslab.co.jp/

1430 株式会社ワイヤーテクノ http://www.wire-techno.co.jp
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1431 若井ホールディングス株式会社 http://www.wakaisangyo.co.jp/

1432 株式会社若林精機工業 http://www.w-seiki.com

1433 有限会社脇田 http://wakita-develop.com/

1434 和研工業株式会社 http://www.waken.co.jp

1435 和光合成樹脂株式会社 http://www.e-wako.co.jp

1436 和光電研株式会社 http://wakohdenken.co.jp/

1437 合同会社Watashiba https://watashiba.com/

1438 株式会社ワビット http://wabit.jp/

1439 ワンゲイン株式会社 http://www.onegain.co.jp

※ １企業で複数人入会されている場合は、１企業にまとめて掲載しています。
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