
北海道 アイシン精機株式会社 宮城県 住化積水フィルム株式会社仙台工場 福島県 オン・セミコンダクター・テクノロジー（株）
北海道 アイシン北海道株式会社経営管理部 宮城県 セキスイハイム東北株式会社 福島県 カルソニックカンセイ福島株式会社
北海道 株式会社アンビル 宮城県 積水フィルム株式会社 福島県 株式会社北日本金型工業
北海道 株式会社ＨＪＡ 宮城県 積水フィルム株式会社仙台工場 福島県 クラリオンマニュファクチャリングアンドサービス株式会社

北海道 株式会社エクセルシャノン 宮城県 大和ハウス工業株式会社 福島県 クリナップ株式会社
北海道 航空自衛隊 宮城県 株式会社中央製作所 福島県 クレハ運輸株式会社
北海道 幌清株式会社 宮城県 株式会社東北三之橋 福島県 郡山ヒロセ電機株式会社
北海道 三堅工業株式会社 宮城県 東洋ワークセキュリティ株式会社 福島県 株式会社三栄精機製作所
北海道 陣上工業株式会社 宮城県 株式会社登米村田製作所 福島県 サンコープリント株式会社
北海道 新日鐵住金株式会社 宮城県 光電子株式会社 福島県 株式会社ＧＮＳ
北海道 新日鐵住金株式会社室蘭製鐵所 宮城県 プラスエンジニアリング株式会社 福島県 株式会社ＣＫＦ
北海道 新日鐵住金株式会社室蘭製鐵所 宮城県 株式会社ベジ・ドリーム栗原 福島県 春雪さぶーる株式会社
北海道 新和産業株式会社 宮城県 株式会社北光 福島県 株式会社ショウエー
北海道 第３高射群 宮城県 株式会社松下塗装 福島県 信越半導体株式会社白河工場
北海道 第一金属株式会社 宮城県 マルトモ株式会社仙台第二工場 福島県 株式会社住田光学ガラス
北海道 第一鉄鋼株式会社 宮城県 リコーインダストリー株式会社 福島県 ダイシンモールド株式会社
北海道 トヨタ自動車北海道株式会社 宮城県 ＹＫＫＡＰ株式会社東北事業所 福島県 タカラ印刷株式会社
北海道 北海製鉄株式会社 宮城県 ＹＫＫＡＰ株式会社東北製造所 福島県 （株）ディーアンドエムホールディングス
北海道 北海道サンプラス株式会社 宮城県 株式会社ワンワールド 福島県 東芝照明プレシジョン株式会社
北海道 北海道水道機材株式会社 秋田県 合川精密株式会社 福島県 東北江南株式会社
北海道 北海道セキスイハイム株式会社 秋田県 株式会社協和工業 福島県 東北リズム株式会社
北海道 北海道セキスイハイム工業株式会社 秋田県 ＪＵＫＩ産機テクノロジー株式会社大仙工場 福島県 株式会社ナショナルマリンプラスチック
北海道 株式会社北海道丸和ロジスティクス 秋田県 ＪＵＫＩ産機テクノロジー株式会社本社・本社工場 福島県 那須電機鉄工株式会社会津工場
北海道 株式会社マルキン金属製作所 秋田県 ＪＵＫＩ産機テクノロジー株式会社吉野工場 福島県 ニダック精密株式会社
北海道 ミツミ電機株式会社千歳事業所 秋田県 ＤＯＷＡセミコンダクター秋田株式会社 福島県 日産自動車株式会社いわき工場
青森県 青森昭和電線株式会社 秋田県 ニプロ株式会社大館工場 福島県 日総工産株式会社
青森県 アツギ東北株式会社 秋田県 株式会社ロイヤルパーツ 福島県 日本ピストンリング株式会社
青森県 アツギ東北株式会社むつ事業所 山形県 株式会社アーレスティ山形 福島県 林精器製造株式会社
青森県 株式会社大泉製作所 山形県 株式会社浅野製作所 福島県 日吉工業株式会社
青森県 プライフーズ株式会社五戸加工食品工場 山形県 朝日金属工業株式会社 福島県 株式会社広野製作所
青森県 東北容器工業株式会社 山形県 株式会社オートセンタースズブン 福島県 福島タカラ電気工業株式会社
青森県 中村弘前株式会社 山形県 旭平硝子加工株式会社 福島県 二見屋工業株式会社
青森県 プライフーズ株式会社 山形県 ケミコン山形株式会社 福島県 フレクストロニクス・インターナショナル（株）
青森県 株式会社ヤマイシ 山形県 ケミコン山形株式会社長井工場 福島県 株式会社芳三工業
岩手県 株式会社アーアル研究所 山形県 ケミコン山形株式会社米沢工場 福島県 丸光産業株式会社
岩手県 株式会社アサノ通運 山形県 ケミコン米沢株式会社 福島県 山本電気株式会社
岩手県 インテグラン株式会社 山形県 株式会社コヤマ 福島県 株式会社彌満和プレシジョン会津工場
岩手県 株式会社エイアンドティー江刺工場 山形県 株式会社三協製作所山形工場 福島県 株式会社羅羅屋会津若松工場
岩手県 ＮＥＣネットワークプロダクツ株式会社 山形県 有限会社三立 福島県 ルービィ工業株式会社
岩手県 上山製紙株式会社 山形県 株式会社椎名製作所 茨城県 株式会社アイメタルテクノロジー
岩手県 北上宝飾株式会社 山形県 四釜金属工業株式会社 茨城県 アサヒビール株式会社
岩手県 九戸精密株式会社 山形県 株式会社四釜製作所 茨城県 アサヒビール株式会社茨城工場
岩手県 ケミコン岩手株式会社 山形県 株式会社昌和製作所 茨城県 株式会社ＡＤＥＫＡ鹿島工場
岩手県 株式会社小林精機 山形県 株式会社スガサワ 茨城県 株式会社生駒化学工業つくば工場
岩手県 株式会社佐原 山形県 ＴＰＲ工業株式会社 茨城県 磯原ウレタン工業株式会社
岩手県 三光化成株式会社 山形県 テラシマ電子株式会社 茨城県 株式会社伊藤製鐵所筑波工場
岩手県 株式会社サンミューロン 山形県 東北東ソー化学株式会社 茨城県 株式会社茨城技研
岩手県 シチズン東北株式会社 山形県 株式会社トップパーツ 茨城県 茨城セキスイハイム株式会社
岩手県 シチズン時計マニュファクチャリング株式会社 山形県 株式会社長井製作所 茨城県 茨城セキスイファミエス株式会社
岩手県 シチズン時計マニュファクチャリング（株）東北北上工場 山形県 日本連続端子株式会社 茨城県 植村工業株式会社
岩手県 株式会社大昌電子岩手工場 山形県 株式会社東根新電元 茨城県 株式会社エムケーテクニカル
岩手県 株式会社太陽電子 山形県 樋口建設株式会社 茨城県 株式会社折橋製作所
岩手県 株式会社ツガワ 山形県 古河電工パワーシステムズ株式会社 茨城県 株式会社カシマ
岩手県 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社 山形県 株式会社モリタ興産 茨城県 リコーインダストリー株式会社勝田事業所
岩手県 株式会社東邦テクノス 山形県 山形東亜ＤＫＫ株式会社 茨城県 株式会社フジキンつくば先端事業所
岩手県 株式会社東北鉄興社 山形県 和光機械工業株式会社山形工場 茨城県 関東セキスイハイム工業株式会社
岩手県 東北日東工業株式会社 福島県 会津碍子株式会社 茨城県 協栄線材株式会社
岩手県 株式会社東北マシナリー 福島県 暁精機株式会社 茨城県 京三電機株式会社
岩手県 トラステックアース株式会社 福島県 株式会社朝日ラバー 茨城県 株式会社協和ハーネス
岩手県 日本端子株式会社 福島県 有限会社アポロン電子工業 茨城県 クレハエクステック株式会社
岩手県 日本マニュファクチャリングサービス株式会社岩手支店 福島県 アルパイン株式会社 茨城県 株式会社コバヤシ
岩手県 パンチ工業株式会社 福島県 アルパインマニュファクチャリング（株） 茨城県 株式会社小森コーポレーションつくばプラント
岩手県 東山フエルト株式会社東山工場 福島県 株式会社いわきユアサ 茨城県 株式会社ジーエス茨城製作所
岩手県 双葉精密株式会社 福島県 宇部エクシモ株式会社 茨城県 （社福）自立奉仕会茨城福祉工場
岩手県 星上通信株式会社 福島県 エコー電気株式会社 茨城県 信越化学工業株式会社鹿島工場
岩手県 株式会社マルヤス・セキソー東北 福島県 ＳＵＳ株式会社福島事業所 茨城県 新昭和鋼管株式会社茨城工場
岩手県 株式会社若柳タムラ製作所 福島県 ＮＥＣネットワークプロダクツ株式会社 茨城県 スガノ農機株式会社
宮城県 有限会社アスクルＫＥＹ 福島県 ＮＯＫ株式会社福島事業場 茨城県 株式会社積水化成品東部
宮城県 北日本工業株式会社 福島県 大橋機産株式会社 茨城県 セキスイハイム工業株式会社関東事業所
宮城県 ザオー電子株式会社 福島県 株式会社オネスト 茨城県 積水メディカル株式会社

QC検定協賛及び第14～27回品質管理検定　参加企業・団体一覧
掲載可と回答した企業のみ・都道府県別・50音順・合計1,894社
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茨城県 株式会社園部製作所 栃木県 電気興業株式会社 群馬県 プラス株式会社
茨城県 大和ハウス工業株式会社竜ヶ崎工場 栃木県 株式会社電興製作所 群馬県 プラス株式会社ファニチャーカンパニー
茨城県 高尾工業株式会社 栃木県 東京計器パワーシステム株式会社 群馬県 マツモト電子有限会社
茨城県 竹本容器株式会社 栃木県 東京計器株式会社矢板工場 群馬県 三益半導体工業株式会社半導体事業部
茨城県 田中貴金属工業株式会社 栃木県 株式会社東建 群馬県 株式会社ミヤマ電子
茨城県 株式会社タバタ 栃木県 株式会社トープラテクノ 群馬県 株式会社山田製作所
茨城県 津田化学合成株式会社 栃木県 栃木精工株式会社 群馬県 株式会社ＵＡＣＪ製箔
茨城県 株式会社東京電機 栃木県 株式会社栃木日本板硝子 埼玉県 株式会社愛光
茨城県 長瀬ランダウア株式会社 栃木県 日本サーファクタント工業株式会社 埼玉県 旭化成テクノプラス
茨城県 日本電解株式会社 栃木県 日本ピストンリング株式会社 埼玉県 旭鋼管工業株式会社
茨城県 日本無機株式会社 栃木県 日本信号株式会社宇都宮事業所 埼玉県 東工業株式会社
茨城県 日立建機株式会社 栃木県 日本電産コパル電子株式会社 埼玉県 アルパインカスタマーズサービス株式会社
茨城県 日立建機株式会社土浦工場 栃木県 東日本プラントサービス株式会社 埼玉県 イーグル工業株式会社
茨城県 株式会社日立産機システム多賀事業所 栃木県 日立金属株式会社真岡工場 埼玉県 岩岡印刷工業株式会社
茨城県 常陸森紙業株式会社 栃木県 富士発條株式会社 埼玉県 井和工業株式会社
茨城県 フォージテックカワベ株式会社 栃木県 不二ラテックス株式会社栃木工場 埼玉県 ＮＧＫメテックス株式会社
茨城県 プロファイル工業株式会社 栃木県 古河精密金属工業株式会社 埼玉県 株式会社エム・ケイプジャパン
茨城県 ベカルト東綱メタルファイバー株式会社 栃木県 古河電池株式会社 埼玉県 株式会社ＭＣシステムズ東日本
茨城県 ぺんてる株式会社茨城工場 栃木県 文化シヤッター株式会社 埼玉県 株式会社エルビー
茨城県 株式会社三谷バルブ 栃木県 文化シヤッター株式会社小山工場 埼玉県 株式会社大橋製作所
茨城県 三菱化学株式会社 栃木県 三菱日立パワーシステムズ精密鋳造株式会社 埼玉県 株式会社鎌田機械製作所
茨城県 三菱化学株式会社筑波事業所 栃木県 株式会社ミツヤ送風機製作所 埼玉県 川面製作所
茨城県 三菱マテリアル株式会社筑波製作所 栃木県 株式会社ＵＡＣＪ製箔 埼玉県 関東技研フォーム株式会社
茨城県 株式会社ＬＩＸＩＬ下妻工場 栃木県 リズム時計工業株式会社 埼玉県 ケージーエス株式会社
栃木県 株式会社アーレスティ栃木 栃木県 レオン自動機株式会社 埼玉県 国分プレス工業株式会社
栃木県 いすゞ自動車株式会社 栃木県 ＹＫＫＡＰ株式会社栃木工場 埼玉県 コニカミノルタテクノプロダクト株式会社
栃木県 いすゞ自動車株式会社栃木工場 群馬県 アイテック株式会社 埼玉県 サイエンス株式会社
栃木県 株式会社イズミ 群馬県 アトス株式会社 埼玉県 埼玉工業株式会社
栃木県 泉鋼管株式会社 群馬県 株式会社池田製作所 埼玉県 埼玉工業株式会社管理部
栃木県 宇都宮機器株式会社 群馬県 いすゞ産業株式会社 埼玉県 株式会社サトーラシ
栃木県 栄研化学株式会社 群馬県 大利根倉庫株式会社 埼玉県 三和精密工業株式会社
栃木県 栄研化学株式会社野木事業所 群馬県 株式会社沖データ 埼玉県 シチズン時計マニュファクチャリング株式会社
栃木県 エスアイアイ・クリスタルテクノロジー株式会社 群馬県 小倉クラッチ株式会社 埼玉県 シチズンマイクロ株式会社
栃木県 オーウエル株式会社 群馬県 鹿島エレクトロニクス株式会社 埼玉県 株式会社清水精機
栃木県 オリジン電気株式会社 群馬県 株式会社カンセイ 埼玉県 昭和電工株式会社秩父事業所
栃木県 株式会社カナエ栃木工場 群馬県 株式会社北詰鉄工 埼玉県 信越ポリマー株式会社
栃木県 カルビー株式会社 群馬県 共栄精機株式会社 埼玉県 セントラル硝子株式会社
栃木県 カルビー株式会社新宇都宮工場 群馬県 有限会社行田製作所 埼玉県 セントラル硝子株式会社化学研究所
栃木県 ギガフォトン株式会社 群馬県 共同技研化学株式会社 埼玉県 タイヘイ株式会社
栃木県 菊地歯車株式会社 群馬県 倉敷紡績株式会社化成品事業部 埼玉県 株式会社高橋スプリング
栃木県 株式会社黒坂鍍金工業所 群馬県 倉敷紡績株式会社群馬工場 埼玉県 田中産業株式会社
栃木県 古河産機システムズ株式会社 群馬県 株式会社グンソー 埼玉県 株式会社秩父富士
栃木県 寿化成工業株式会社 群馬県 群馬セキスイハイム株式会社 埼玉県 株式会社ツカサ
栃木県 コマツ小山工場 群馬県 群馬森紙業株式会社 埼玉県 ＤＩＣ株式会社埼玉工場
栃木県 小松製作所小山工場 群馬県 澤藤電機株式会社 埼玉県 株式会社東光高岳
栃木県 小松製作所栃木工場 群馬県 サンデン株式会社 埼玉県 株式会社トーハンロジテックス
栃木県 コマツ生産本部栃木工場 群馬県 サンデンホールディングス株式会社 埼玉県 ＤＯＷＡハイテック株式会社
栃木県 コマツ栃木工場 群馬県 サンヨー株式会社 埼玉県 内外カーボンインキ株式会社
栃木県 コマツ栃木工場総務部 群馬県 しげるテック株式会社 埼玉県 内外カーボンインキ株式会社関東久喜工場
栃木県 コマツユーティリティ技術本部 群馬県 株式会社静岡サンワ 埼玉県 習志野化工株式会社
栃木県 サッポロビール株式会社那須工場 群馬県 株式会社静岡サンワ群馬営業所 埼玉県 日油技研工業株式会社
栃木県 シーアイ化成株式会社栃木工場 群馬県 株式会社ジュンコーポレイション 埼玉県 ニッコーシ株式会社
栃木県 株式会社ＣＫＰ 群馬県 住軽アルミ箔株式会社 埼玉県 株式会社日商
栃木県 ジェイティプラントサービス株式会社 群馬県 株式会社セイコーレジン 埼玉県 日新工業株式会社
栃木県 ジェイティプラントサービス株式会社北関東支店 群馬県 タキノテック株式会社 埼玉県 日信ソフトエンジニアリング株式会社
栃木県 ジェイ・バス株式会社宇都宮工場 群馬県 株式会社千代田製作所 埼玉県 株式会社日本コンラックス
栃木県 株式会社シオダ 群馬県 ＴＩＡｕｔｏｍｏｔｉｖｅＪａｐａｎＧｕｎｍａ株式会社 埼玉県 日本ピストンリング株式会社
栃木県 ＪＵＫＩ株式会社大田原工場 群馬県 デンカ株式会社渋川工場 埼玉県 日本ワイパブレード株式会社
栃木県 昭和電工株式会社 群馬県 東邦亜鉛株式会社 埼玉県 株式会社二ノ宮製作所
栃木県 昭和電工株式会社小山事業所 群馬県 東邦亜鉛株式会社安中製錬所 埼玉県 日本電業工作株式会社
栃木県 新明和工業株式会社佐野工場 群馬県 新見化学工業株式会社 埼玉県 日本ピグメント株式会社
栃木県 株式会社積水化成品栃木 群馬県 ニコスタービューテック株式会社 埼玉県 ハイアールアジアＲ＆Ｄ株式会社
栃木県 タイガースポリマー株式会社栃木工場 群馬県 日本マニュファクチャリングサービス（株） 埼玉県 株式会社ハイレックス埼玉
栃木県 大生工業株式会社宇都宮工場 群馬県 ＮＥＯＭＡＸエンジニアリング株式会社 埼玉県 株式会社長谷川製作所
栃木県 株式会社大日光・エンジニアリング 群馬県 有限会社針谷研磨工業所 埼玉県 羽生プラスチック株式会社
栃木県 タイロン株式会社那須工場 群馬県 株式会社ファンケル美健群馬工場 埼玉県 東日本積水工業株式会社
栃木県 タキノテック株式会社 群馬県 株式会社藤生製作所 埼玉県 株式会社ビップトップ
栃木県 タキロンシーアイ株式会社栃木工場 群馬県 フジハツ工業株式会社 埼玉県 平岡織染株式会社
栃木県 田淵電子工業株式会社 群馬県 株式会社フセラシ 埼玉県 株式会社不二ダイカスト製作所
栃木県 デクセリアルズ株式会社 群馬県 株式会社フセラシ群馬工場 埼玉県 富士電機株式会社
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都道府県名／企業・団体名
埼玉県 富士電機機器制御株式会社 東京都 河淳株式会社 東京都 プライム・ストラテジー株式会社
埼玉県 プライフーズ株式会社 東京都 キヤノン電子株式会社 東京都 ベルモントテクノロジー株式会社
埼玉県 株式会社ブラステック 東京都 キヤノン電子テクノロジー株式会社 東京都 マキー・エンジニアリング株式会社
埼玉県 株式会社フロロコート 東京都 協和製凾株式会社 東京都 株式会社マサダ製作所
埼玉県 ぺんてる株式会社草加工場 東京都 株式会社共和電業 東京都 松山油脂株式会社
埼玉県 ぺんてる株式会社吉川工場 東京都 株式会社ギンポーパック 東京都 株式会社マテリアル
埼玉県 （株）本田技術研究所二輪開発センター 東京都 倉敷紡績株式会社エレクトロニクス事業部 東京都 三谷産業株式会社
埼玉県 松井産業株式会社 東京都 倉敷紡績株式会社化成品営業部 東京都 三菱自動車工業株式会社
埼玉県 株式会社丸石サイクル 東京都 株式会社倉本産業 東京都 三菱電線工業株式会社
埼玉県 ミサト化成株式会社 東京都 株式会社クレスコ 東京都 水戸工業株式会社
埼玉県 三井精機工業株式会社 東京都 クレハエクストロン株式会社 東京都 株式会社ミヤザワ
埼玉県 三菱電線工業株式会社 東京都 株式会社ケアコム 東京都 山口電材株式会社
埼玉県 三好化成株式会社 東京都 株式会社ケイ・オール 東京都 株式会社山田紙器
埼玉県 株式会社メテク 東京都 株式会社光波 東京都 株式会社やまびこ
埼玉県 理研ビタミン株式会社草加工場 東京都 光和商事株式会社 東京都 有限会社吉田印刷所
埼玉県 ワックデータサービス株式会社 東京都 古賀オール株式会社 東京都 株式会社ＬＩＸＩＬ
千葉県 株式会社アウトソーシングテクノロジー 東京都 （株）国際データプロダクションセンター 東京都 リコーロジスティクス株式会社
千葉県 アドレス・サービス株式会社 東京都 株式会社斎藤容器 東京都 株式会社若菜製作所
千葉県 株式会社浦安建材総合センター 東京都 株式会社鷺宮製作所 東京都 株式会社ワンビシアーカイブズ
千葉県 エヌ・アイ・テック株式会社 東京都 サトープリンティング株式会社 神奈川県 亜木津工業株式会社
千葉県 株式会社岡部製作所 東京都 株式会社三協製作所 神奈川県 アキュフェーズ株式会社
千葉県 株式会社カトー 東京都 株式会社三興製作所 神奈川県 曙機械株式会社
千葉県 黒田精工株式会社 東京都 三鎮工業株式会社 神奈川県 旭ダイヤモンド工業株式会社玉川工場
千葉県 京成自動車工業株式会社 東京都 株式会社ジーシー 神奈川県 アズビル株式会社
千葉県 （株）古河電工アドバンストエンジニアリング 東京都 株式会社システムオリコ 神奈川県 海内工業株式会社
千葉県 サッポロビール株式会社千葉工場 東京都 品川電線株式会社 神奈川県 いすゞ自動車株式会社
千葉県 三共製氷冷蔵株式会社 東京都 株式会社ジャムコ 神奈川県 いすゞ自動車株式会社藤沢工場
千葉県 ＪＳＲ株式会社千葉工場 東京都 ＪＵＫＩ株式会社 神奈川県 イリソ電子工業株式会社式会社
千葉県 ＪＳＲ株式会社 東京都 住宅カンパニー 神奈川県 Ｉｎｔｅｒｎｅｔ株式会社
千葉県 シチズン千葉精密株式会社 東京都 信越化学工業株式会社 神奈川県 エバスペヒャーミクニクライメットコントロールシステムズ株式会社

千葉県 新日鐵住金株式会社君津製鐵所 東京都 水ｉｎｇ株式会社 神奈川県 ＭＨＩプラントエンジニアリング株式会社
千葉県 杉谷金属工業株式会社 東京都 スズデン株式会社 神奈川県 ＭＨＩプラントエンジニアリング＆コンストラクション株式会社

千葉県 株式会社スノウチ 東京都 積水化学工業株式会社 神奈川県 ＭＨＰＳエンジニアリング株式会社
千葉県 住友重機械工業株式会社 東京都 泉州電業株式会社 神奈川県 エリーパワー株式会社
千葉県 セイコーインスツル株式会社 東京都 泰興物産株式会社 神奈川県 株式会社エルテック
千葉県 株式会社積水化成品東部佐倉事業所 東京都 株式会社太陽堂封筒 神奈川県 株式会社オーバル横浜事業所
千葉県 宝醤油株式会社 東京都 中央化成品株式会社 神奈川県 岡田電機工業株式会社
千葉県 宝塚運行サービス株式会社 東京都 中央精機株式会社 神奈川県 株式会社オカムラ
千葉県 株式会社竹中製作所 東京都 株式会社ＴＭＪ 神奈川県 河西工業株式会社
千葉県 東海マテリアル株式会社 東京都 デンカ株式会社 神奈川県 川崎オキシトン株式会社
千葉県 東洋合成工業株式会社 東京都 東京ベルト株式会社 神奈川県 関東航空計器株式会社
千葉県 東洋佐々木ガラス株式会社 東京都 株式会社東芝［Ｓ＆Ｓ社］ 神奈川県 キヤノン株式会社
千葉県 東洋佐々木ガラス株式会社千葉工場 東京都 株式会社東邦製作所 神奈川県 久喜ロール工業株式会社
千葉県 ＴＯＴＯハイリビング株式会社 東京都 トキオ精工株式会社 神奈川県 有限会社クマノ
千葉県 日弘ビックス株式会社 東京都 株式会社中村屋 神奈川県 株式会社クレール
千葉県 日本合成化工株式会社 東京都 鳴島工業株式会社 神奈川県 黒田精工株式会社
千葉県 日本合成化工株式会社 東京都 日商印刷株式会社 神奈川県 高周波熱錬株式会社
千葉県 株式会社白葉テック 東京都 日清商事株式会社 神奈川県 株式会社小松製作所
千葉県 株式会社久永製作所 東京都 日発販売株式会社 神奈川県 小峰無線電機株式会社
千葉県 株式会社ファンケル美健 東京都 日本カーボン株式会社 神奈川県 相模アイ・ジー・エス株式会社
千葉県 株式会社フジワーク 東京都 日本ケミコン株式会社 神奈川県 株式会社相模化学金属
千葉県 双葉電子工業株式会社 東京都 日本信号株式会社 神奈川県 ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所京浜地区

千葉県 株式会社ＬＩＸＩＬ 東京都 日本パーカライジング株式会社 神奈川県 自動車部品工業株式会社
千葉県 株式会社ワールドインテック 東京都 日本ビーシージー製造株式会社日本ＢＣＧ研究所 神奈川県 株式会社島津デバイス製造
東京都 亜木津工業株式会社 東京都 日本フィルター工業羽村工場 神奈川県 昭和精工株式会社
東京都 旭硝子株式会社 東京都 株式会社日本ブラスト加工研究所 神奈川県 株式会社シンクロン
東京都 株式会社稲葉製作所 東京都 日本ブロアー株式会社 神奈川県 セントラル硝子株式会社川崎工場
東京都 株式会社インテック 東京都 根津鋼材株式会社 神奈川県 宝電機工業株式会社
東京都 インフィニ・トーク株式会社 東京都 株式会社八工製作所 神奈川県 田中サッシュ工業株式会社
東京都 ＡＧＣ株式会社 東京都 株式会社バンザイ 神奈川県 谷口運送株式会社
東京都 株式会社エス・エム・エス・データテック 東京都 株式会社バンビ 神奈川県 株式会社デコリア
東京都 株式会社ＭＣシステムズ東日本 東京都 東日本オリオン株式会社 神奈川県 東海技研株式会社
東京都 ＬＥＤテクノ株式会社 東京都 株式会社ヒキフネ 神奈川県 東京スリーブ株式会社
東京都 株式会社エレベータシステムズ 東京都 株式会社日立国際電気 神奈川県 東京メタルパック株式会社
東京都 株式会社大川電機製作所 東京都 株式会社フジクラ 神奈川県 株式会社東芝
東京都 岡谷精立工業 東京都 藤倉ゴム工業株式会社 神奈川県 東新工業株式会社
東京都 尾西食品株式会社 東京都 富士通特機システム株式会社 神奈川県 東信電気株式会社
東京都 株式会社オリエントコーポレーション 東京都 富士電機株式会社 神奈川県 東邦チタニウム株式会社
東京都 加賀コンポーネント株式会社 東京都 武州工業株式会社 神奈川県 東雄技研株式会社
東京都 株式会社桂川精螺製作所 東京都 株式会社フタバロジコム 神奈川県 東洋電機製造株式会社
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都道府県名／企業・団体名
神奈川県 東リ株式会社 新潟県 株式会社栃尾コロナ 石川県 株式会社穴水村田製作所
神奈川県 トーホーテック株式会社 新潟県 株式会社栃尾コロナ下田工場 石川県 石川技研工業株式会社
神奈川県 日産自動車株式会社 新潟県 外山工業株式会社 石川県 稲手鉄工株式会社
神奈川県 日産自動車株式会社追浜工場 新潟県 直江津電子工業株式会社 石川県 株式会社エー・オー・シー
神奈川県 日総工産株式会社 新潟県 中村ターンテック株式会社 石川県 株式会社エス・イー・キタムラ
神奈川県 株式会社ニッパツパーキングシステムズ 新潟県 新潟ダイヤモンド電子株式会社 石川県 株式会社オリテック
神奈川県 日発販売株式会社 新潟県 新潟森紙業株式会社 石川県 株式会社光栄
神奈川県 日本鋳造株式会社 新潟県 新潟洋家具株式会社 石川県 コマツ粟津工場
神奈川県 株式会社ニフコ相模原工場 新潟県 株式会社羽生田製作所 石川県 株式会社小松製作所
神奈川県 日本ＩＡＣ株式会社 新潟県 原信ナルスオペレーションサービス株式会社 石川県 株式会社小松製作所金沢工場
神奈川県 日本インジェクタ株式会社 新潟県 原山化成工業株式会社 石川県 株式会社小松高田製作所
神奈川県 株式会社日本製鋼所横浜製作所 新潟県 阪新鍛造株式会社 石川県 株式会社小松電業所
神奈川県 東日本オリオン株式会社 新潟県 株式会社ファンドリー 石川県 コマツ特機事業本部
神奈川県 富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社 新潟県 株式会社フーゲツ 石川県 小松パーカライジング株式会社
神奈川県 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ 新潟県 富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社 石川県 小松マテーレ株式会社
神奈川県 富士フイルムテクノプロダクツ株式会社 新潟県 富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社新潟事業所 石川県 コマニー株式会社
神奈川県 藤森工業株式会社研究所 新潟県 藤田金属株式会社三条支店 石川県 三富北陸株式会社
神奈川県 芙蓉樹脂工業株式会社 新潟県 株式会社フジワーク 石川県 ジェイ・バス株式会社
神奈川県 株式会社丸運トランスポート東日本 新潟県 株式会社フロロコート 石川県 ジェイ・バス株式会社小松工場
神奈川県 三木プーリ株式会社 新潟県 北一電気株式会社 石川県 株式会社島田鉄工
神奈川県 （株）三井三池製作所精密機器事業本部 新潟県 株式会社ミツバ新潟工場 石川県 新神戸プラテックス（株）
神奈川県 三菱日立パワーシステムズエンジニアリング（株） 新潟県 株式会社三松製作所 石川県 株式会社大同テクノ
神奈川県 三菱プレシジョン株式会社 新潟県 株式会社室岡製作所 石川県 泰和ゴム興業株式会社
神奈川県 ミネベア株式会社 新潟県 株式会社ＭＯＲＩ 石川県 株式会社タガミ・イーエクス
神奈川県 ＭＩＮＯ株式会社 新潟県 株式会社雪国まいたけ 石川県 津田駒工業株式会社
神奈川県 ミノ・ネットワーク株式会社 新潟県 株式会社リケン柏崎事業所 石川県 鶴盛工業株式会社
神奈川県 株式会社メイジフローシステム 新潟県 株式会社若井製作所 石川県 東亜電機工業株式会社
神奈川県 メガトール株式会社 新潟県 株式会社渡邊製作所 石川県 有限会社東栄工業
神奈川県 株式会社メルコテクノ横浜 新潟県 和平フレイズＭＳ株式会社 石川県 東和株式会社
神奈川県 モバイルケアテクノロジーズ株式会社 富山県 アイシン軽金属株式会社 石川県 ナイテック・プレシジョン株式会社
神奈川県 株式会社八重椿本舗 富山県 アイシン・メタルテック株式会社 石川県 長津工業株式会社
神奈川県 株式会社山田紙器 富山県 株式会社碓井製作所 石川県 長津工業株式会社小松西工場
神奈川県 油研工業株式会社 富山県 ウッドリンク株式会社 石川県 株式会社中野製作所
神奈川県 横浜ガスサービスセンター株式会社 富山県 株式会社エイゼット 石川県 中村留精密工業株式会社
神奈川県 横浜油脂工業株式会社 富山県 株式会社オプテス 石川県 日機装株式会社
神奈川県 ライオン株式会社小田原工場 富山県 株式会社オプテス北陸工場 石川県 日機装株式会社金沢製作所
神奈川県 ルネサスシステムデザイン株式会社 富山県 コーセル株式会社 石川県 ニッコー株式会社
神奈川県 レイモンジャパン株式会社 富山県 五洲薬品株式会社 石川県 ニッコー株式会社陶磁器事業部
神奈川県 渡辺化成工業株式会社 富山県 コマツＮＴＣ株式会社 石川県 株式会社白山
新潟県 株式会社阿部製作所 富山県 サクラパックス株式会社 石川県 株式会社白山エレックス
新潟県 株式会社新井コロナ 富山県 三協ワシメタル株式会社 石川県 富士精機株式会社
新潟県 石崎ボルト有限会社 富山県 株式会社三恵ネット 石川県 丸井織物株式会社
新潟県 株式会社井関新潟製造所 富山県 三光合成株式会社 石川県 皆見電子工業株式会社石川工場
新潟県 株式会社今町コロナ 富山県 株式会社シキノハイテック 石川県 有限会社ミランティジャパン
新潟県 ウエノテックス株式会社 富山県 シロウマサイエンス株式会社 石川県 森康株式会社
新潟県 株式会社内山熔接工業 富山県 株式会社シンコー 石川県 山一精工株式会社
新潟県 遠藤工業株式会社 富山県 新新薬品工業株式会社 石川県 ＵＴエイム株式会社
新潟県 株式会社オーティス 富山県 センダン電子株式会社 石川県 株式会社ワールドインテック
新潟県 株式会社オーティス見附工場 富山県 第一編物株式会社 石川県 株式会社ワクラ村田製作所
新潟県 株式会社カイセ工業新潟工場 富山県 株式会社ツザワ電子 福井県 株式会社アイケープラスト
新潟県 株式会社帰山鍍金工業 富山県 藤堂工業株式会社 福井県 近江化工株式会社福井工場
新潟県 加賀工業株式会社 富山県 富山大扇工業株式会社 福井県 株式会社金津村田製作所
新潟県 株式会社加藤製作所 富山県 日本ゼオン株式会社高岡工場 福井県 株式会社共栄電子
新潟県 株式会社グローウィル 富山県 日本セック株式会社 福井県 株式会社共栄電子古屋石塚事業所
新潟県 株式会社小林製作所 富山県 バイホロン株式会社 福井県 株式会社鯖江村田製作所
新潟県 株式会社コロナ 富山県 パナソニック・タワージャズセミコンダクター株式会社 福井県 信越化学工業株式会社武生工場
新潟県 株式会社コロナテクノ 富山県 ビューテック株式会社北陸事業所 福井県 信越フイルム株式会社
新潟県 株式会社サカタ製作所 富山県 富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社富山事業所 福井県 新中村化学工業株式会社
新潟県 株式会社サンカ 富山県 株式会社北陸化成工業所 福井県 信武磁工株式会社
新潟県 三行合成樹脂株式会社 富山県 宮越工芸株式会社 福井県 セッツカートン株式会社越前工場
新潟県 信越化学工業株式会社 富山県 株式会社森田木工所 福井県 株式会社ソディックＤＡＣ
新潟県 株式会社シンコーテック 富山県 八尾キタノ製作株式会社 福井県 タイヨー電子株式会社
新潟県 株式会社鈴民精密工業所 富山県 株式会社ユニゾーン 福井県 田中紙管株式会社敦賀工場
新潟県 青密株式会社 富山県 株式会社ユニゾン 福井県 株式会社タニコーテック
新潟県 株式会社ソーゴ 富山県 株式会社リケンＣＫＪＶ 福井県 福井環境分析センター株式会社
新潟県 株式会社ダイヤメット 富山県 株式会社ワールドインテック 福井県 福井太陽株式会社
新潟県 大和物流株式会社 富山県 ＹＫＫ株式会社 福井県 フジアルテ株式会社
新潟県 中央オリオン販売株式会社 富山県 ＹＫＫ株式会社黒部事業所 福井県 ヨシダ工業株式会社
新潟県 デンカ生研株式会社 石川県 株式会社アイデン 山梨県 株式会社エイジェック
新潟県 東京貿易エンジニアリング株式会社 石川県 浅井鉄工株式会社 山梨県 北富士オリジン株式会社
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QC検定協賛及び第14～27回品質管理検定　参加企業・団体一覧
掲載可と回答した企業のみ・都道府県別・50音順・合計1,894社

※第14回～第27回にご参加いただいた企業・団体様で、お名前の掲載を希望される場合にはQC検定センターまでE-mail（qc-dantai@jsa.or.jp）でご連絡ください。

都道府県名／企業・団体名
山梨県 株式会社キトー 長野県 長野吉田工業株式会社 岐阜県 株式会社山本製作所
山梨県 峡南高等学校 長野県 長野吉田工業株式会社ワークス小田井 岐阜県 ユニオン機工株式会社
山梨県 株式会社コイケ 長野県 夏目光学株式会社 岐阜県 リコーエレメックスエーティー株式会社
山梨県 甲府積水産業株式会社 長野県 株式会社ニットー 静岡県 株式会社アイテック
山梨県 光洋電子工業株式会社 長野県 ニッパツ・メック株式会社 静岡県 アスモ株式会社
山梨県 株式会社コニカミノルタサプライズ 長野県 日邦電機株式会社長野工場 静岡県 アルムメディカルサポート株式会社
山梨県 株式会社サニカ 長野県 日本電熱株式会社 静岡県 株式会社生駒化学工業
山梨県 三協オイルレス工業株式会社大月工場 長野県 有限会社野溝製作所 静岡県 イハラサイエンス株式会社静岡事業所
山梨県 サントネージュワイン株式会社 長野県 株式会社羽生田鉄工所 静岡県 ウシオ電機株式会社
山梨県 シチズンセイミツ株式会社 長野県 株式会社ハヤシテクノ 静岡県 エイケン工業株式会社
山梨県 シチズン時計河口湖株式会社 長野県 飯伊ＱＣ企画委員会 静岡県 株式会社ＳＴＧ
山梨県 株式会社新開トランスポートシステムズ 長野県 東日本オリオン株式会社 静岡県 ＳＵＳ株式会社
山梨県 タカハタプレシジョン株式会社 長野県 有限会社ファインフォーミング 静岡県 ＳＵＳ株式会社静岡事業所
山梨県 タカハタプレシジョンジャパン株式会社 長野県 株式会社フジワーク長野南事業所 静岡県 ＳＵＳ株式会社静岡第２事業所
山梨県 タカハタプレシジョンファインモールド（株） 長野県 マルコメ株式会社 静岡県 エンシュー化成工業株式会社
山梨県 タカハタプレシジョン身延株式会社 長野県 マルニ工業有限会社 静岡県 株式会社三静工業
山梨県 タカハタプレシジョン山梨株式会社 長野県 株式会社ミクロン精工 静岡県 河口精機株式会社
山梨県 社団法人多文化リソースセンターやまなし 長野県 ミネベア株式会社ファンモーター事業部 静岡県 株式会社金原金属工業所
山梨県 帝国インキ製造株式会社 長野県 株式会社ミヤザワ 静岡県 倉敷紡績株式会社化成品事業部
山梨県 テルモ株式会社 長野県 有限会社山彦化成工業 静岡県 倉敷紡績株式会社裾野工場
山梨県 東タイ株式会社富士川工場 長野県 株式会社ヨウホク 静岡県 煌心高等学院
山梨県 東洋化学産業株式会社 岐阜県 株式会社愛工舎 静岡県 コーケン工業株式会社
山梨県 株式会社トレンド 岐阜県 曙機械株式会社 静岡県 株式会社コスメロール
山梨県 ニッセー株式会社 岐阜県 アダプトゲン製薬株式会社 静岡県 サンエムパッケージ株式会社
山梨県 ニッセー工業株式会社 岐阜県 株式会社アンクル 静岡県 三基精工株式会社
山梨県 ニッセー工業株式会社山梨工場 岐阜県 イゲタ金属株式会社 静岡県 株式会社三晃シャーリング
山梨県 東タイ株式会社 岐阜県 株式会社今仙技術研究所 静岡県 三生医薬株式会社
山梨県 藤精機株式会社 岐阜県 上田石灰製造株式会社 静岡県 株式会社ジーシー
山梨県 富士通アイ・ネットワークシステムズ株式会社 岐阜県 株式会社大垣鐵工所 静岡県 ＪＲ東海
山梨県 プレミアムウォーター株式会社 岐阜県 大垣ニチゴーサービス株式会社 静岡県 静岡軽粗材株式会社
山梨県 山梨旭ダイヤモンド工業株式会社 岐阜県 株式会社オンダ製作所 静岡県 ジヤトコ株式会社
山梨県 山梨アビオニクス株式会社 岐阜県 株式会社オンダ製作所関工場 静岡県 ジャパンコンポジット株式会社
山梨県 山梨積水株式会社 岐阜県 神岡部品工業株式会社 静岡県 スギハラ工業株式会社
山梨県 ユタカ電機株式会社 岐阜県 株式会社亀山鉄工所 静岡県 鈴春工業株式会社
長野県 アート金属工業株式会社 岐阜県 岐阜精機工業株式会社 静岡県 住電装プラテック株式会社
長野県 株式会社ＩＨＩターボ 岐阜県 岐阜赤十字病院 静岡県 西遠ゴム工業株式会社
長野県 株式会社アイン 岐阜県 ＫＹＢ株式会社 静岡県 靜甲株式会社
長野県 アズビル太信株式会社 岐阜県 航空自衛隊岐阜基地 静岡県 株式会社生産日本社
長野県 アピックヤマダ株式会社 岐阜県 コダマ樹脂工業株式会社 静岡県 株式会社ソミック石川
長野県 株式会社イースタン 岐阜県 サン工機株式会社 静岡県 大佑工業株式会社
長野県 飯田商工会議所 岐阜県 株式会社三富 静岡県 ＴＨＫリズム株式会社
長野県 株式会社泉精器製作所 岐阜県 ショーワ株式会社養老工場 静岡県 ＴＢソーテック関東株式会社
長野県 イツシン工業株式会社 岐阜県 新日本金属工業株式会社 静岡県 株式会社ＴＦ－ＭＥＴＡＬ
長野県 株式会社エンプラ 岐阜県 株式会社関ケ原製作所 静岡県 株式会社鉄友社
長野県 株式会社オーク製作所諏訪工場 岐阜県 株式会社セキデン多治見工場 静岡県 テルモ株式会社
長野県 オルガン製針株式会社 岐阜県 ダイキャスト東和産業株式会社 静岡県 株式会社デンソー
長野県 株式会社草深製作所 岐阜県 大同メタル工業株式会社 静岡県 東芝機械株式会社
長野県 小林興業株式会社 岐阜県 太平洋精工株式会社 静岡県 株式会社ＴＯＳＥＩ
長野県 株式会社コミヤマ 岐阜県 太陽社電気株式会社 静岡県 トキワ印刷株式会社
長野県 株式会社三社電機イースタン 岐阜県 株式会社田口鉄工所 静岡県 有限会社トキワエンジニアリング
長野県 三星ダイヤモンド工業株式会社 岐阜県 ＴＰＲ株式会社岐阜工場 静岡県 特種東海製紙株式会社
長野県 ＧＡＣ株式会社 岐阜県 株式会社テクマ 静岡県 トクラスプロダクツ株式会社
長野県 株式会社ＣＰＭ 岐阜県 東海旅客鉄道株式会社 静岡県 トルク工業株式会社
長野県 シチズン時計マニュファクチャリング株式会社 岐阜県 東京ファブリック化工株式会社 静岡県 南部化成株式会社
長野県 シチズンファインテックミヨタ株式会社 岐阜県 東プレ岐阜株式会社 静岡県 日広実業株式会社
長野県 シチズンファインデバイス株式会社 岐阜県 ＴＯＴＯマテリア株式会社 静岡県 日星電気株式会社竜洋工場
長野県 信濃電気製錬株式会社 岐阜県 株式会社トシコ 静岡県 日星電気株式会社竜洋事業所
長野県 信州富士電機株式会社 岐阜県 株式会社トヨトモ 静岡県 日東工業株式会社
長野県 積水フィルム株式会社 岐阜県 名古屋技研工業株式会社 静岡県 日東工業株式会社掛川工場
長野県 積水フィルム株式会社信州高遠工場 岐阜県 株式会社ナ・デックスプロダクツ 静岡県 日東工業株式会社菊川工場
長野県 セラテックジャパン株式会社 岐阜県 日電精密工業株式会社 静岡県 株式会社日本ケイテム
長野県 双信電機株式会社 岐阜県 日東工業株式会社 静岡県 日本モレックス合同会社
長野県 株式会社デンソーエアクール 岐阜県 株式会社日特スパークテック東濃 静岡県 沼津熔銅株式会社
長野県 東北テクトロン株式会社 岐阜県 株式会社日特スパークテック東濃二野工場 静岡県 株式会社ノースゲイト
長野県 ＤＯＷＡパワーデバイス 岐阜県 日本板硝子株式会社 静岡県 ノボル精密株式会社
長野県 長野愛知電機株式会社 岐阜県 日本インシュレーション株式会社 静岡県 浜名湖電装株式会社
長野県 長野ジェコー株式会社 岐阜県 フェザー安全剃刀株式会社 静岡県 浜松ホトニクス株式会社
長野県 長野精工株式会社 岐阜県 株式会社フジワーク 静岡県 株式会社ｂｉｚ（事業再生・経営改善研究会）
長野県 長野鍛工株式会社 岐阜県 株式会社フジワーク岐阜工場 静岡県 株式会社ふしいち
長野県 長野電子工業株式会社 岐阜県 株式会社メルコエアテック 静岡県 フジオーゼックス株式会社

5/10



QC検定協賛及び第14～27回品質管理検定　参加企業・団体一覧
掲載可と回答した企業のみ・都道府県別・50音順・合計1,894社

※第14回～第27回にご参加いただいた企業・団体様で、お名前の掲載を希望される場合にはQC検定センターまでE-mail（qc-dantai@jsa.or.jp）でご連絡ください。

都道府県名／企業・団体名
静岡県 富士機工株式会社 愛知県 エフティテクノ株式会社藤岡管理部 愛知県 知多製鋲株式会社
静岡県 富士プラスチックス株式会社 愛知県 オーエスジー株式会社 愛知県 中央化成品株式会社
静岡県 ブリヂストンエラステック株式会社 愛知県 オーエムヒーター株式会社 愛知県 中部オリオン株式会社
静岡県 ポーラ化成工業株式会社 愛知県 株式会社大須賀製作所 愛知県 株式会社中部理化
静岡県 株式会社マリンアクセス 愛知県 太田油脂株式会社 愛知県 中菱エンジニアリング株式会社
静岡県 有限会社丸幸産業 愛知県 岡設計株式会社 愛知県 ＤＩＣ株式会社
静岡県 有限会社丸三工業 愛知県 小木曽工業株式会社 愛知県 株式会社テクノアーム小松
静岡県 株式会社丸八プロダクト 愛知県 株式会社オティックス 愛知県 株式会社テクノフォームジャパン
静岡県 株式会社丸八真綿販売 愛知県 尾張精機株式会社 愛知県 株式会社デンソー
静岡県 株式会社ミクニ菊川工場 愛知県 尾張製粉株式会社 愛知県 株式会社デンソーウェーブ
静岡県 三邦ポリマー工業株式会社 愛知県 笠寺工業株式会社 愛知県 株式会社デンソーエアシステムズ
静岡県 三井・デュポンフロロケミカル株式会社 愛知県 加藤精工株式会社 愛知県 株式会社デンソーエムテック
静岡県 ミヤマ工業株式会社 愛知県 兼工業株式会社 愛知県 デンソーエレックス株式会社
静岡県 株式会社村上開明堂 愛知県 株式会社デンソーダイシン 愛知県 デンソー工業学園
静岡県 矢崎部品株式会社ものづくりセンター 愛知県 河村電器産業株式会社 愛知県 デンソーテクノ株式会社
静岡県 ヤマハ株式会社 愛知県 協栄産業株式会社 愛知県 東海興業株式会社
静岡県 ヤマハ発動機株式会社 愛知県 株式会社協同電子 愛知県 東海交通機械株式会社名古屋事業所
静岡県 ヤマハリビングテック株式会社 愛知県 倉敷紡績株式会社安城工場 愛知県 東海ゴム工業株式会社
静岡県 ヤマハリビングプロダクツ株式会社 愛知県 株式会社クロップス・クルー 愛知県 株式会社東海テクノアーム
静岡県 ユニクラフトナグラ株式会社 愛知県 興和錻力印刷株式会社 愛知県 株式会社東海理化
静岡県 ユニバーサル製缶株式会社 愛知県 株式会社コーワ 愛知県 東海旅客鉄道株式会社名古屋工場
静岡県 ローム浜松株式会社 愛知県 コサカ精工株式会社 愛知県 東芝ライフスタイル株式会社
静岡県 有限会社ワクカワ製作所 愛知県 ゴトープラスチック株式会社 愛知県 株式会社トウチュウ
愛知県 株式会社アーレスティ 愛知県 寿技研工業株式会社生産管理部 愛知県 東名化学工業株式会社
愛知県 株式会社アーレスティ東海工場 愛知県 コニカミノルタメカトロニクス株式会社 愛知県 東名化成株式会社
愛知県 株式会社アイ・イー・ジェー 愛知県 小林クリエイト株式会社 愛知県 東陽精機株式会社
愛知県 アイカ工業株式会社 愛知県 小松運輸株式会社 愛知県 トーテックアメニティ株式会社
愛知県 アイシン・インフォテックス株式会社業務センター 愛知県 小松開発工業株式会社 愛知県 ＴＯＴＯサニテクノ株式会社愛知工場
愛知県 アイシン・エーアイ株式会社 愛知県 ゴムノイナキ株式会社 愛知県 豊興工業株式会社
愛知県 アイシン・エンジニアリング株式会社 愛知県 コンドー技研株式会社 愛知県 トヨタ自動車株式会社車両品質生技部
愛知県 アイシン機工株式会社 愛知県 コンドーセイコー株式会社 愛知県 トヨタ自動車元町工場
愛知県 アイシン・コムクルーズ株式会社経営本部 愛知県 サトープレス工業株式会社 愛知県 株式会社豊田自動織機
愛知県 株式会社アイシン・コラボ経営企画管理部 愛知県 三栄ポリウレタン株式会社 愛知県 豊田鉄工株式会社
愛知県 株式会社アイシン・コラボ経営管理部 愛知県 株式会社三洲ワイヤーハーネス 愛知県 トヨタ紡織株式会社
愛知県 アイシン辰栄株式会社 愛知県 株式会社サンスリー 愛知県 トヨタホーム株式会社
愛知県 アイシン精機株式会社先進技術開発部 愛知県 山清工業株式会社 愛知県 長崎ジャッキ株式会社
愛知県 アイシン高丘株式会社 愛知県 サンプラス株式会社 愛知県 株式会社中村鉄工所
愛知県 アイシン・メンテナンス株式会社 愛知県 株式会社サンワクリエイト 愛知県 株式会社名古屋食糧
愛知県 愛知技研株式会社 愛知県 三和油化工業株式会社 愛知県 ニチバン株式会社テープ安城工場
愛知県 愛知技研株式会社総務・経理部 愛知県 株式会社シーアイプラント 愛知県 株式会社日車エンジニアリング
愛知県 愛知製鋼株式会社 愛知県 株式会社ＣＮＫ 愛知県 日進工業株式会社
愛知県 愛知電機株式会社 愛知県 ＧＫＮドライブラインジャパン 愛知県 日進精機株式会社
愛知県 愛同工業株式会社 愛知県 ＣＫＤ株式会社 愛知県 株式会社ニッセイ
愛知県 愛豊技研工業株式会社 愛知県 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 愛知県 日東電工株式会社豊橋事業所
愛知県 亜木津工業株式会社 愛知県 株式会社ジースタイル 愛知県 日本クロージャー株式会社
愛知県 株式会社アクセル 愛知県 ＪＦＥスチール株式会社知多製造所 愛知県 日本ＩＡＣ株式会社
愛知県 アクト株式会社 愛知県 株式会社トマトＩｎｃ 愛知県 日本エムティ株式会社
愛知県 旭サナック株式会社 愛知県 有限会社ジャストプロダクツ 愛知県 一般社団法人日本金型工業会
愛知県 旭鉄工株式会社 愛知県 シヤチハタ株式会社 愛知県 日本クラウンコルク株式会社小牧工場
愛知県 有限会社旭電器 愛知県 有限会社庄村商会 愛知県 株式会社日本テクシード
愛知県 株式会社アドヴィックス 愛知県 昭和精機株式会社 愛知県 日本肥糧株式会社
愛知県 株式会社アライ 愛知県 シロキ工業株式会社 愛知県 日本プラスチックス・テクノロジーズ株式会社
愛知県 アロン化成株式会社 愛知県 株式会社新愛知電機製作所 愛知県 日本モウルド工業株式会社
愛知県 アンデン株式会社 愛知県 神星工業株式会社 愛知県 株式会社ニュー・サンワ
愛知県 株式会社アンレット 愛知県 シンフォニアテクノロジー株式会社 愛知県 布目電機株式会社
愛知県 飯島精密工業株式会社 愛知県 株式会社杉浦鉄工所 愛知県 パーソルＲ＆Ｄ株式会社
愛知県 株式会社イナテック 愛知県 住友理工株式会社 愛知県 パナソニックＥＳ住宅設備株式会社
愛知県 株式会社稲葉製作所 愛知県 株式会社セイコー 愛知県 パナソニックエコシステムズ株式会社
愛知県 株式会社稲葉製作所犬山工場 愛知県 株式会社セイワ 愛知県 パナソニックエコソリューションズ住宅設備株式会社

愛知県 伊原電子工業株式会社 愛知県 積水ナノコートテクノロジー株式会社 愛知県 日比野工業株式会社
愛知県 株式会社今仙電機製作所名古屋工場 愛知県 積水フイルム株式会社名古屋工場 愛知県 株式会社福島製作所
愛知県 イムラアメリカ株式会社日本支店 愛知県 株式会社セキデン春日井工場 愛知県 富士高分子工業株式会社
愛知県 株式会社エィ・ダブリュ・サービス 愛知県 セラミックセンサ株式会社 愛知県 藤田螺子工業株式会社
愛知県 株式会社エィ・ダブリュ・メンテナンス 愛知県 株式会社セントラルヨシダ 愛知県 フジモリプラケミカル株式会社
愛知県 株式会社エーピーシィ 愛知県 大信精機株式会社 愛知県 株式会社プラセス
愛知県 株式会社エクシード 愛知県 大同メタル工業株式会社 愛知県 株式会社フロロコート名古屋
愛知県 株式会社エデックリンセイシステム 愛知県 大豊精機株式会社 愛知県 碧海パック株式会社
愛知県 エヌティーテクノ株式会社 愛知県 大洋産業株式会社 愛知県 株式会社豊幸
愛知県 エフティテクノ株式会社 愛知県 株式会社高木製作所 愛知県 豊国工業株式会社
愛知県 エフティテクノ株式会社経営企画部 愛知県 知多鋼業株式会社 愛知県 豊生ブレーキ工業株式会社
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都道府県名／企業・団体名
愛知県 ホシザキ電機株式会社 三重県 三重グリコ株式会社 京都府 京都府立京都高等技術専門校
愛知県 ポップリベットファスナー株式会社 三重県 三重コンドー株式会社 京都府 旭光精工株式会社
愛知県 本多金属工業株式会社稲沢工場 三重県 三重金属工業株式会社 京都府 株式会社クレストアルファ
愛知県 株式会社前田シェルサービス 三重県 山下印刷紙器株式会社 京都府 株式会社グロップジョイ
愛知県 株式会社松尾製作所 三重県 ヤマモリ株式会社桑名工場 京都府 株式会社ケイテイエフ
愛知県 松永製菓株式会社 三重県 四日市オキシトン株式会社 京都府 サンエー電機株式会社
愛知県 株式会社マルヤスエンジニアリング 三重県 株式会社ＬＩＸＩＬ 京都府 株式会社山豊エンジニアリング
愛知県 マルヤス工業株式会社 三重県 ＹＫＫＡＰ株式会社 京都府 株式会社ＧＳユアサ
愛知県 株式会社三河金属 滋賀県 アークレイインフィニティ株式会社 京都府 ジーエスユアサテクノロジー株式会社
愛知県 株式会社美鈴工業 滋賀県 株式会社ＩＨＩ回転機械 京都府 株式会社島津製作所
愛知県 三菱ケミカル株式会社豊橋事業所 滋賀県 アイリスオーヤマ株式会社米原工場 京都府 双和電機株式会社
愛知県 三菱電機エンジニアリング株式会社 滋賀県 旭化成株式会社 京都府 株式会社ダイゾー
愛知県 三菱レイヨン株式会社豊橋事業所 滋賀県 株式会社アルナ矢野特車 京都府 株式会社ダイゾーエアゾール事業部
愛知県 宮崎精鋼株式会社 滋賀県 株式会社イワキ 京都府 株式会社辻製作所
愛知県 ミヤマ精工株式会社 滋賀県 株式会社ＳＢＩ 京都府 株式会社ツバキＥ＆Ｍ
愛知県 武蔵精密工業株式会社 滋賀県 ＳＵＳ株式会社 京都府 株式会社ティーエム・テックス
愛知県 村田機械株式会社 滋賀県 ＳＵＳ株式会社滋賀事業所 京都府 株式会社東洋レーベル
愛知県 村田機械株式会社犬山事業所 滋賀県 オイレスＥＣＯ株式会社 京都府 西日本プラントサービス株式会社
愛知県 村田機械株式会社製造本部 滋賀県 近江鍛工株式会社 京都府 ニチコン株式会社
愛知県 株式会社名機製作所 滋賀県 株式会社近江物産 京都府 株式会社ニチダイ
愛知県 株式会社名光精機 滋賀県 小川良株式会社 京都府 ニチダイフィルタ株式会社
愛知県 メイティックス株式会社 滋賀県 オメガテクノ株式会社 京都府 株式会社日豊製作所
愛知県 株式会社メイドー 滋賀県 カルビー株式会社 京都府 株式会社ヒトミ
愛知県 柳生ゴム化成株式会社 滋賀県 川相商事株式会社 京都府 富士高分子株式会社
愛知県 山崎工業株式会社 滋賀県 近泉化学工業株式会社 京都府 ホッコー株式会社京都支店
愛知県 友新精機株式会社 滋賀県 三恵工業株式会社 京都府 三菱電機株式会社京都製作所
愛知県 株式会社ユタカ 滋賀県 株式会社サンユ技工 京都府 有限会社本杉工機
愛知県 株式会社豊電子工業 滋賀県 株式会社サンワ工業 京都府 有限会社ヤマテック
愛知県 株式会社ＬＩＸＩＬ住設・建材カンパニー 滋賀県 シーアイ化成株式会社 大阪府 亜木津工業株式会社
愛知県 リコーエレメックス株式会社 滋賀県 滋賀小林精工株式会社 大阪府 ＡＣＴＵＮＩ株式会社
愛知県 ワイクリード株式会社 滋賀県 滋賀設備株式会社 大阪府 淺田鉄工株式会社
愛知県 株式会社ワイズ 滋賀県 新神戸電機株式会社彦根事業所 大阪府 株式会社浅野歯車工作所
三重県 ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ株式会社 滋賀県 株式会社ＳＣＲＥＥＮセミコンダクターソリューションズ 大阪府 朝日インテック株式会社
三重県 株式会社アベテック 滋賀県 積水化学工業株式会社 大阪府 株式会社アスカカンパニー
三重県 大本鉄工株式会社 滋賀県 積水化成品近江 大阪府 株式会社アピックス
三重県 カネソウ株式会社 滋賀県 積水多賀化工株式会社 大阪府 荒木産業株式会社
三重県 京セラドキュメントソリューションズ（株） 滋賀県 セキスイボード株式会社 大阪府 株式会社イトーキ
三重県 協和工業株式会社 滋賀県 前出産業株式会社 大阪府 株式会社イムラ封筒
三重県 キンセイマテック株式会社 滋賀県 ダイキン工業株式会社 大阪府 株式会社ＷＥＳＴｉｎｘ
三重県 倉敷紡績株式会社化成品事業部 滋賀県 ダイキン工業株式会社滋賀製作所 大阪府 エイジェック大阪雇用開発センター
三重県 倉敷紡績株式会社三重工場 滋賀県 大日本スクリーン製造株式会社 大阪府 株式会社江浦製作所
三重県 クレハエラストマー株式会社 滋賀県 髙橋金属株式会社 大阪府 有限会社エクサ
三重県 株式会社神戸製鋼所大安製造所 滋賀県 株式会社多久製作所 大阪府 株式会社ＳＴＧ
三重県 光洋メタルテック株式会社 滋賀県 中央化成品株式会社 大阪府 株式会社エヌティーシー
三重県 ゴールドキング株式会社 滋賀県 株式会社ティーエム・テックス 大阪府 株式会社エムジェイテック
三重県 小橋電機株式会社 滋賀県 株式会社ティーディー・ドライブ 大阪府 近江化工株式会社
三重県 山九株式会社三重支店 滋賀県 株式会社ＴＫＸ長浜工場 大阪府 大阪旭産業株式会社
三重県 三惠工業株式会社 滋賀県 ＴＯＴＯサニテクノ株式会社 大阪府 大阪コンテナーサービス株式会社
三重県 ジャパンマテリアル株式会社 滋賀県 ＴＯＴＯハイリビング株式会社 大阪府 大阪紙器工業株式会社
三重県 株式会社セキデン 滋賀県 株式会社長浜シャーリング工場 大阪府 大阪精工株式会社
三重県 セントラル硝子株式会社松阪工場 滋賀県 日本カーボン株式会社滋賀工場 大阪府 大阪銘板株式会社
三重県 セントラルグラスファイバー松阪工場 滋賀県 パナホーム株式会社湖東ファクトリーセンター 大阪府 大阪銘板株式会社ＥＣＳ事業部
三重県 大和ハウス工業株式会社三重工場 滋賀県 日立化成株式会社彦根事業所 大阪府 オーティーティーロジスティクス株式会社
三重県 中部製罐株式会社 滋賀県 扶桑工業株式会社 大阪府 株式会社オーティス
三重県 デンソートリム株式会社 滋賀県 兵神装備株式会社滋賀事業所 大阪府 有限会社大野工作所
三重県 ナブテスコ株式会社津工場 滋賀県 堀川化成株式会社滋賀工場 大阪府 株式会社岡本製作所
三重県 株式会社ナミカワ 滋賀県 三菱ロジスネクスト株式会社 大阪府 株式会社奥村坩堝製造所
三重県 西岡可鍛工業株式会社 滋賀県 株式会社村田製作所野洲事業所 大阪府 株式会社オリエントコーポレーション
三重県 日本ニードルローラー製造株式会社 滋賀県 株式会社村田製作所八日市事業所 大阪府 金森合成樹脂株式会社
三重県 日本板硝子株式会社 滋賀県 株式会社メタルアート 大阪府 カネタ鉄工株式会社
三重県 日本板硝子株式会社津事業所 滋賀県 ヤンマー株式会社小形エンジン事業本部 大阪府 川村義肢株式会社（川村グループ）
三重県 株式会社乃一 滋賀県 ヤンマー農機製造株式会社 大阪府 関西オートメイション株式会社
三重県 乃一塗装工業株式会社 滋賀県 ユニキャリア株式会社滋賀工場 大阪府 株式会社関西ガスファースト
三重県 パナソニックエクセルプロダクツ株式会社 滋賀県 株式会社リチウムエナジージャパン 大阪府 関西フレックス工業株式会社
三重県 株式会社富士製作所 滋賀県 株式会社麗光 大阪府 木田バルブ・ボール株式会社
三重県 富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社 滋賀県 ワボウ電子株式会社加納工場 大阪府 株式会社北山熱錬工業所
三重県 富士電機株式会社 京都府 宇治電器工業株式会社 大阪府 キヤノンマーケティングジャパン株式会社
三重県 富士電機株式会社三重工場 京都府 エムエムシーツーリング株式会社 大阪府 錦城護謨株式会社
三重県 富士電機リテイルシステムズ株式会社 京都府 小野工業株式会社 大阪府 株式会社キンツー
三重県 三重金属工業株式会社飯高工場 京都府 川惣電機工業株式会社 大阪府 金馬電機株式会社
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都道府県名／企業・団体名
大阪府 株式会社クボタ 大阪府 タカヤマ戸樋受製作所 大阪府 ヤンマー株式会社
大阪府 クボタシーアイ株式会社 大阪府 宝榮産業株式会社 大阪府 ＵＴエイム株式会社
大阪府 株式会社クボタ枚方製造所 大阪府 多田プラスチック工業株式会社 大阪府 ユニヴ・ライフ株式会社
大阪府 倉敷繊維加工株式会社 大阪府 株式会社タツタ 大阪府 ヨロズ精工株式会社
大阪府 倉敷紡績株式会社 大阪府 智昌加工株式会社 大阪府 理研ビタミン株式会社大阪工場
大阪府 倉敷紡績株式会社エレクトロニクス事業部 大阪府 ツカ・カナモノ株式会社 大阪府 株式会社栗菱コンピューターズ
大阪府 倉敷紡績株式会社化成品事業部 大阪府 寺崎電気産業株式会社 兵庫県 ＩＴセミコン株式会社
大阪府 倉敷紡績株式会社環境マテリアル部 大阪府 テラテック株式会社 兵庫県 株式会社アイテック
大阪府 倉敷紡績株式会社環境メカトロニクス事業部 大阪府 東海交通機械株式会社 兵庫県 株式会社アウトソーシングテクノロジー
大阪府 倉敷紡績株式会社技術開発部 大阪府 東邦金属株式会社 兵庫県 アスカカンパニー株式会社
大阪府 倉敷紡績株式会社技術研究所 大阪府 東洋クロス株式会社 兵庫県 アンビック株式会社
大阪府 倉敷紡績株式会社技術統括部 大阪府 東洋ツール工業株式会社 兵庫県 石塚硝子株式会社
大阪府 倉敷紡績株式会社検査計測営業部 大阪府 東洋紡績株式会社 兵庫県 株式会社ウイルテック
大阪府 倉敷紡績株式会社繊維事業部 大阪府 株式会社トープラ大阪工場 兵庫県 ウシオライティング株式会社
大阪府 倉敷紡績株式会社寝屋川工場 大阪府 トーヨーメタル株式会社 兵庫県 エア・ウォーター防災株式会社
大阪府 倉敷紡績株式会社バイオメディカル部 大阪府 トッパン・フォームズ株式会社 兵庫県 エイコー電機株式会社
大阪府 クラボウ関西化成株式会社 大阪府 株式会社中北製作所 兵庫県 ＭＨＩ情報システムズ株式会社関西支社
大阪府 株式会社クラボウテクノシステム 大阪府 株式会社中島大祥堂 兵庫県 ＭＨＰＳエンジニアリング株式会社
大阪府 株式会社グランツ 大阪府 株式会社ナルオ 兵庫県 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ
大阪府 株式会社栗本鐵工所加賀屋工場 大阪府 株式会社ナンワ 兵庫県 株式会社カタイテック
大阪府 株式会社栗本鐵工所堺工場 大阪府 日亜ペイント株式会社 兵庫県 株式会社カネカ高砂工業所
大阪府 ケーエム精工株式会社 大阪府 株式会社ニチフ 兵庫県 有限会社協栄金属工業
大阪府 株式会社ＫＭＴ 大阪府 日新製鋼株式会社堺製造所 兵庫県 クリーンテックス・ジャパン株式会社
大阪府 原子燃料工業株式会社 大阪府 日信特器株式会社 兵庫県 グローリープロダクツ株式会社
大阪府 弘陽工業株式会社 大阪府 日本信号株式会社大阪支社 兵庫県 株式会社ＫＣＭ
大阪府 小林産業株式会社 大阪府 日本鋲螺株式会社 兵庫県 虹技株式会社
大阪府 小林精工株式会社 大阪府 野崎工業株式会社 兵庫県 株式会社神戸製鋼所
大阪府 コマツ 大阪府 株式会社ノボル電機 兵庫県 株式会社神戸製鋼所加古川製鉄所
大阪府 コマツ大阪工場 大阪府 株式会社ノボル電機製作所 兵庫県 株式会社神戸製鋼所　神戸製鉄所
大阪府 株式会社粉室製作所 大阪府 パシフィックサプライ（株）（川村グループ） 兵庫県 神戸製鋼所高砂製作所
大阪府 株式会社是永鉄工所 大阪府 株式会社初田製作所 兵庫県 光菱電機株式会社
大阪府 金剛鋲螺株式会社 大阪府 パナソニック株式会社 兵庫県 株式会社コダイ
大阪府 株式会社サクラクレパス 大阪府 パナソニックエコシステムズ共栄株式会社 兵庫県 佐藤精機株式会社
大阪府 サムテック株式会社 大阪府 パナソニック交野株式会社 兵庫県 佐和鍍金工業株式会社
大阪府 三愛株式会社 大阪府 林金属工業株式会社 兵庫県 三相電機株式会社
大阪府 三栄鋼管株式会社 大阪府 株式会社ハンワ 兵庫県 三和テクノ株式会社
大阪府 サンユレック株式会社 大阪府 日立化成オートモーティブプロダクツ株式会社 兵庫県 シーダム株式会社
大阪府 三洋化学工業株式会社 大阪府 ビューテック株式会社 兵庫県 シスメックス株式会社
大阪府 ＣＴＣテクノロジー株式会社 大阪府 株式会社日吉パッキング製作所 兵庫県 株式会社シノハラ
大阪府 株式会社ＪＲＣ 大阪府 フィガロ技研株式会社 兵庫県 株式会社ショウエイジャパン
大阪府 株式会社ジェイビーエフサプライ 大阪府 株式会社フジキン 兵庫県 神鋼鋼線工業株式会社
大阪府 静香産業株式会社 大阪府 不二精工株式会社 兵庫県 神鋼物流株式会社
大阪府 シプネス株式会社 大阪府 株式会社富士製作所 兵庫県 神明設計株式会社
大阪府 清水産業株式会社 大阪府 フジプロセス株式会社 兵庫県 住友精密工業株式会社尼崎本社工場
大阪府 シャープ株式会社 大阪府 株式会社フセラシ 兵庫県 セキスイハイム山陽株式会社
大阪府 昭和化工株式会社 大阪府 船井電機株式会社 兵庫県 セッツカートン株式会社
大阪府 昭和製線株式会社 大阪府 プライミクス株式会社 兵庫県 セッツカートン株式会社小野工場
大阪府 株式会社信光ステンレス 大阪府 プラハード株式会社 兵庫県 大日電子株式会社氷上工場
大阪府 新神戸プラテックス（株） 大阪府 古林紙工株式会社 兵庫県 太平工材株式会社
大阪府 新神戸プラテックス（株）本社製造所 大阪府 平和発條株式会社 兵庫県 タカラメディカル株式会社
大阪府 株式会社新幸機械製作所 大阪府 株式会社ベツセル工業 兵庫県 通菱テクニカ株式会社
大阪府 新日鐵住金株式会社 大阪府 ホクシン株式会社 兵庫県 株式会社ツボサカ精工
大阪府 株式会社伸明 大阪府 株式会社ボンビ 兵庫県 株式会社中島大祥堂
大阪府 セッツカートン株式会社 大阪府 株式会社マイティ 兵庫県 株式会社ナカネ工作所
大阪府 相互ビジネスフォーム株式会社 大阪府 株式会社前田金属製作所 兵庫県 株式会社西山酒造場
大阪府 相互木材産業株式会社 大阪府 株式会社昌邦 兵庫県 株式会社ニチリン
大阪府 第一樹脂工業株式会社 大阪府 株式会社松井製作所 兵庫県 日光金属工業株式会社
大阪府 株式会社大紀アルミニウム工業所 大阪府 松浪硝子工業株式会社 兵庫県 日弘ビックス株式会社神戸工場
大阪府 ダイキン工業株式会社品質管理部 大阪府 マツヤマ電機株式会社 兵庫県 日本フレックス工業株式会社
大阪府 大成歯科工業株式会社 大阪府 株式会社丸ヱム製作所 兵庫県 日本丸天醤油株式会社
大阪府 大扇産業株式会社 大阪府 株式会社三笠鉄工所 兵庫県 株式会社ハイレックスコーポレーション
大阪府 大同化工機工業株式会社 大阪府 三菱伸銅株式会社 兵庫県 株式会社ハシマ
大阪府 大日運輸株式会社 大阪府 三菱伸銅株式会社三宝製作所 兵庫県 長谷川電機工業株式会社
大阪府 ダイベア株式会社 大阪府 株式会社三ツ星 兵庫県 パナソニック株式会社
大阪府 株式会社ダイメイ大阪 大阪府 株式会社三星製作所 兵庫県 ハリマ化成株式会社
大阪府 大祐化成株式会社 大阪府 宮川化成工業株式会社 兵庫県 株式会社阪技
大阪府 タイロン株式会社 大阪府 宮脇鋼管株式会社 兵庫県 ビューテック株式会社尼崎南営業所
大阪府 大和物流株式会社 大阪府 八千代工機株式会社 兵庫県 フジコー株式会社
大阪府 株式会社タカヤマ 大阪府 山下印刷紙器株式会社 兵庫県 平和発條株式会社
大阪府 タカヤマ金属工業株式会社 大阪府 大和化成株式会社 兵庫県 ミツ精機株式会社
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都道府県名／企業・団体名
兵庫県 三菱重工業株式会社 岡山県 三恵工業株式会社 山口県 柳井化学工業株式会社
兵庫県 三菱重工業株式会社総合研究所 岡山県 三和電子株式会社 徳島県 株式会社アルボレックス
兵庫県 三菱重工業株式会社高砂製作所 岡山県 株式会社シュート 徳島県 阿波スピンドル株式会社
兵庫県 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 岡山県 ＪＯＨＮＡＮ株式会社 徳島県 株式会社ケージェーケー
兵庫県 三菱電線工業 岡山県 タイガースポリマー株式会社岡山工場 徳島県 徳島県立つるぎ高等学校
兵庫県 三菱日立パワーシステムズインダストリー株式会社 岡山県 タカヤ株式会社 徳島県 株式会社ナカテツ
兵庫県 三菱日立パワーシステムズエンジニアリング（株） 岡山県 中四国セキスイハイム工業株式会社 徳島県 西精工株式会社
兵庫県 三菱日立パワーシステムズエンジニアリング（株）高砂事業部 岡山県 ＴＰＲアルテック株式会社 徳島県 水島プレス工業株式会社
兵庫県 三菱日立パワーシステムズ株式会社高砂工場 岡山県 帝人ナカシマメディカル株式会社 徳島県 水島プレス工業株式会社徳島工場
兵庫県 三菱マテリアル株式会社 岡山県 株式会社デンソー勝山 徳島県 株式会社ヨコタコーポレーション
兵庫県 三菱マテリアル株式会社明石製作所 岡山県 難波プレス工業株式会社 徳島県 株式会社ワークスタッフ
兵庫県 ミヤモトエンジニアリング株式会社 岡山県 日本エアロフォージ株式会社 香川県 アオイ電子株式会社
兵庫県 ミヨシ石鹸株式会社 岡山県 ビューテック株式会社 香川県 アサヒ衛陶株式会社
兵庫県 メルコ・パワー・システムズ株式会社 岡山県 株式会社ファインテクノ・タケダ 香川県 株式会社アムロン
兵庫県 株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ 岡山県 株式会社福田種鶏場 香川県 株式会社アムロンテクノ高松
兵庫県 ヤンマー舶用システム株式会社 岡山県 フジコピアン株式会社 香川県 株式会社ＷａｖｅＥｎｅｒｇｙ
兵庫県 菱神テクニカ株式会社 岡山県 フジコピアン株式会社岡山工場 香川県 キャスコ株式会社
兵庫県 菱電化成株式会社 岡山県 冨士ベークライト株式会社 香川県 サンエイ株式会社
兵庫県 株式会社リョーイン高砂ビジネスセンター 岡山県 株式会社マルティックス山陽 香川県 株式会社三祥
兵庫県 株式会社ワークスタッフ 岡山県 水島プレス工業株式会社 香川県 四変テック株式会社
兵庫県 有限会社脇田 岡山県 株式会社三井Ｅ＆Ｓマシナリー 香川県 株式会社タダノエステック
奈良県 有光工業株式会社 岡山県 菱陽電機株式会社 香川県 東炭化工株式会社
奈良県 大阪銘板株式会社 広島県 株式会社いけうち 香川県 株式会社富士印刷
奈良県 岸田塗料株式会社 広島県 株式会社オガワ 香川県 丸一鋼管株式会社
奈良県 木戸紙業株式会社 広島県 カイハラ産業株式会社 香川県 株式会社村上製作所
奈良県 共栄社化学株式会社 広島県 カルビー株式会社西日本事業本部 香川県 株式会社森川ゲージ製作所
奈良県 光洋サーモシステム株式会社 広島県 カルビー広島工場 香川県 株式会社ヨコイ
奈良県 シーアイ・ツダ工業株式会社 広島県 株式会社熊平製作所 愛媛県 株式会社いうら
奈良県 株式会社積水化成品工業 広島県 クレトイシ株式会社 愛媛県 株式会社井関邦栄製造所
奈良県 株式会社積水技研名阪小倉工場 広島県 株式会社三幸産業 愛媛県 井関農機株式会社
奈良県 積水テクノ成型株式会社 広島県 三工電機株式会社 愛媛県 株式会社井関松山製造所
奈良県 積水テクノ成型株式会社奈良工場 広島県 株式会社サンポール 愛媛県 株式会社ＳＥＮ
奈良県 セキスイハイム工業株式会社近畿事業所 広島県 ＪＦＥスチール株式会社西日本製鉄所 愛媛県 愛媛プレカット株式会社
奈良県 株式会社ＤＡＩＭＥＩＡＭＳ 広島県 株式会社シティプラスチック 愛媛県 クラレテクノ株式会社
奈良県 大洋ナット工業株式会社 広島県 新神戸プラテックス（株） 愛媛県 四国積水工業株式会社
奈良県 大和ハウス工業株式会社 広島県 新神戸プラテックス（株）広島製造所 愛媛県 住鉱テクノリサーチ株式会社
奈良県 タビオ奈良株式会社 広島県 株式会社シンセラ 愛媛県 住友重機械イオンテクノロジー株式会社
奈良県 東洋精密工業株式会社 広島県 株式会社成和プレス 愛媛県 日泉化学株式会社
奈良県 奈良積水株式会社 広島県 中国化成工業株式会社 愛媛県 ＰＨＣ株式会社
奈良県 株式会社西本電器製作所 広島県 中国化薬株式会社 愛媛県 ＰＨＣ株式会社製造部松山製造課
奈良県 能瀬精工株式会社 広島県 中国紙工業株式会社 愛媛県 丸三産業株式会社
奈良県 株式会社ＲｅａｌＳｔｙｌｅ 広島県 株式会社津田製作所 愛媛県 森実運輸株式会社
奈良県 立積住備工業株式会社 広島県 株式会社テイルズケア 高知県 株式会社エスイージー
和歌山県 ＮＫワークス株式会社 広島県 テンパール工業株式会社 高知県 エム・セテック株式会社
和歌山県 小川工業株式会社 広島県 株式会社中立製作所広島工場 高知県 エム・セテック株式会社高知工場
和歌山県 新中村化学工業株式会社 広島県 南条工業株式会社 高知県 株式会社垣内
和歌山県 太洋工業株式会社 広島県 株式会社ニイテック 高知県 株式会社タナック宿毛工場
鳥取県 イナバゴム株式会社 広島県 西川ゴム工業株式会社 高知県 東洋電化工業株式会社
鳥取県 オムロンスイッチアンドデバイス株式会社 広島県 株式会社ニップラ 高知県 土佐食株式会社
鳥取県 鳥取東伯ミート株式会社 広島県 株式会社日本製鋼所広島製作所 福岡県 今宿産業株式会社
鳥取県 日本セラミック株式会社 広島県 広島化成株式会社 福岡県 株式会社エーピーアイコーポレーション
島根県 株式会社島根富士通 広島県 株式会社ヒロテック 福岡県 オリオ精機株式会社
島根県 ＪＵＫＩ松江株式会社 広島県 株式会社福山工作所 福岡県 有限会社キガミ
島根県 株式会社太陽電機製作所 広島県 マイクロテクノ株式会社 福岡県 北九州コンテナーサービス株式会社
島根県 日研総業株式会社 広島県 株式会社ミツトヨ 福岡県 北原ウエルテック株式会社
島根県 ヤンマーキャステクノ株式会社 広島県 株式会社ミツトヨ広島事業所 福岡県 株式会社九州イノアック
岡山県 株式会社旭ポリスライダー 広島県 株式会社ミツトヨ広島事業所志和生産部 福岡県 株式会社九州カラーフォーム
岡山県 エフピコアルライト株式会社 広島県 有限会社宮川工業 福岡県 黒崎播磨セラコーポ株式会社
岡山県 大阪銘板株式会社 広島県 リョービ株式会社 福岡県 コーリンエンジニアリング株式会社
岡山県 オージー技研株式会社 山口県 株式会社協和工業所 福岡県 小竹化成株式会社
岡山県 オーティス株式会社 山口県 株式会社コウミ 福岡県 株式会社サンズ
岡山県 オカネツ工業株式会社 山口県 天馬株式会社 福岡県 株式会社ジャパンクリエイト
岡山県 株式会社岡山村田製作所 山口県 天馬株式会社山口工場 福岡県 勝和産業株式会社
岡山県 オムロン山陽株式会社 山口県 社会福祉法人南風荘 福岡県 株式会社西部技研
岡山県 倉敷紡績株式会社化成品事業部 山口県 西日本ステンレス鋼線株式会社 福岡県 有限会社大志製作所
岡山県 倉敷紡績株式会社鴨方工場 山口県 日新運輸工業株式会社 福岡県 大隆工業株式会社
岡山県 クラリーノ生産・技術開発部 山口県 日新製鋼株式会社周南製鋼所 福岡県 大和物流株式会社
岡山県 株式会社クラレ岡山事業所 山口県 日新製鋼株式会社周南製鋼所 福岡県 中央製袋株式会社
岡山県 クリナップ岡山工業株式会社 山口県 日本ゼオン株式会社徳山工場 福岡県 ｔｈｙｓｓｅｎｋｒｕｐｐｒｏｔｈｅｅｒｄｅＪａｐａｎ株式会社
岡山県 株式会社堺伸銅所 山口県 彦島製錬株式会社 福岡県 株式会社テクノステート
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QC検定協賛及び第14～27回品質管理検定　参加企業・団体一覧
掲載可と回答した企業のみ・都道府県別・50音順・合計1,894社

※第14回～第27回にご参加いただいた企業・団体様で、お名前の掲載を希望される場合にはQC検定センターまでE-mail（qc-dantai@jsa.or.jp）でご連絡ください。

都道府県名／企業・団体名
福岡県 デンカ株式会社大牟田工場 熊本県 倉敷紡績株式会社
福岡県 電気化学工業株式会社大牟田工場 熊本県 倉敷紡績株式会社熊本開発センター
福岡県 株式会社デンソー北九州製作所 熊本県 倉敷紡績株式会社熊本事業所
福岡県 株式会社デンソー九州 熊本県 タチバナ化成株式会社
福岡県 ＴＯＴＯサニテクノ株式会社小倉衛陶製造部 熊本県 東京エレクトロン九州株式会社
福岡県 東邦チタニウム株式会社 熊本県 西日本特殊工業株式会社
福岡県 ＴＯＴＯ株式会社 熊本県 株式会社ニフコ熊本
福岡県 ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社 熊本県 株式会社野毛電気工業九州事業部
福岡県 ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社小倉工場 熊本県 平井精密工業株式会社熊本事業所
福岡県 ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社小倉第二工場 熊本県 株式会社フリジポート熊本工場
福岡県 ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社生産管理課 熊本県 株式会社三井ハイテック
福岡県 ＴＯＴＯエンプラ株式会社 熊本県 ミライアル株式会社
福岡県 ＴＯＴＯハイリビング株式会社 熊本県 ミライアル株式会社熊本事業所
福岡県 ＴＯＴＯプラテクノ株式会社苅田工場 大分県 エスティケイテクノロジー株式会社
福岡県 凸版印刷株式会社西日本事業本部 大分県 大分デバイステクノロジー株式会社
福岡県 株式会社戸畑ターレット工作所 大分県 株式会社北田金属工業所
福岡県 トヨタ自動車九州株式会社 大分県 九州富士機工株式会社
福岡県 株式会社中島ターレット 大分県 株式会社ジェイデバイス
福岡県 株式会社ニーズ 大分県 鶴崎海陸運輸株式会社
福岡県 西日本オリオン株式会社 大分県 鶴崎海陸運輸株式会社昭電事業部
福岡県 ニッカウヰスキー株式会社門司工場 大分県 株式会社ＴＦーＭＥＴＡＬ九州
福岡県 日塗化学株式会社 大分県 ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社大分工場
福岡県 日本化成株式会社 大分県 ＴＯＴＯサニテクノ株式会社中津工場
福岡県 株式会社日本ケイテム 大分県 ＴＯＴＯ株式会社大分工場
福岡県 日本たばこ産業株式会社 大分県 西日本電線株式会社
福岡県 日本パーカライジング株式会社 大分県 ムサシ工業株式会社
福岡県 日本フィルター工業株式会社田川工場 大分県 ムラテックメカトロニクス株式会社
福岡県 日本ロバロ株式会社 大分県 ヤンマー造船株式会社
福岡県 ノリタケカンパニーリミテド 宮崎県 旭化成株式会社
福岡県 株式会社バームス福岡 宮崎県 株式会社九州コガネイ
福岡県 株式会社ＰＳＦ－ＪＡＰＡＮ 鹿児島県 株式会社あわしま堂
福岡県 日立金属株式会社九州工場 鹿児島県 シチズン時計鹿児島株式会社
福岡県 福岡市立博多工業高等学校 鹿児島県 株式会社藤田ワークス
福岡県 株式会社福永産業 沖縄県 沖縄製粉株式会社
福岡県 株式会社フランソア 沖縄県 沖縄ビジネスフォーム株式会社
福岡県 株式会社ブリヂストン北九州工場 沖縄県 金秀アルミ工業株式会社
福岡県 株式会社松本電子工業 沖縄県 株式会社クロックワーク
福岡県 株式会社三井ハイテック 沖縄県 拓南製鐵株式会社
福岡県 株式会社三井三池製作所
福岡県 三菱化学株式会社黒崎事業所
福岡県 三菱ケミカル株式会社黒崎事業所
福岡県 株式会社村上精機工作所
福岡県 株式会社明和製作所
福岡県 安川エンジニアリング株式会社
福岡県 株式会社安川電機本社品質保証部
福岡県 安川マニュファクチャリング株式会社
福岡県 ローム・アポロ株式会社
佐賀県 九州積水工業株式会社
佐賀県 積水ヒノマル株式会社
佐賀県 株式会社多久製作所
佐賀県 日本ハードメタル株式会社
佐賀県 ヒノマル株式会社
佐賀県 ヤクルト本社佐賀工場
長崎県 ＭＨＰＳエンジニアリング株式会社
長崎県 株式会社サンチュウ
長崎県 スタッフサービス・エンジニアリング
長崎県 株式会社たらみ
長崎県 三菱日立パワーシステムズエンジニアリング（株）

長崎県 三菱日立パワーシステムズ検査株式会社
熊本県 アーク・リソース株式会社
熊本県 アイシン九州株式会社総務部
熊本県 アイシン九州キャスティング株式会社管理部
熊本県 アイシン九州株式会社総務部
熊本県 株式会社井関熊本製造所
熊本県 井和工業株式会社
熊本県 ＮＯＫ株式会社熊本事業場
熊本県 ＮＯＫ株式会社精密・Ｏリング事業部
熊本県 オムロン阿蘇株式会社
熊本県 神田工業株式会社
熊本県 九州日誠電氣株式会社
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