
1 北海道 株式会社アイスジャパン 71 福島県 林精器製造株式会社 141 群馬県 しげる工業株式会社

2 北海道 株式会社エクセルシャノン 72 福島県 日吉工業株式会社 142 群馬県 しげるテック株式会社

3 北海道 幌清株式会社 73 福島県 福島製鋼株式会社 143 群馬県 株式会社セイコーレジン

4 北海道 シチズン時計マニュファクチャリング株式会社 74 福島県 マレリ福島株式会社 144 群馬県 株式会社成電社

5 北海道 大東電材株式会社 75 福島県 山形印刷株式会社 145 群馬県 株式会社千代田製作所

6 北海道 日鉄ファーストテック株式会社 76 福島県 株式会社彌満和プレシジョン 146 群馬県 東亜工業株式会社

7 北海道 日本製鉄株式会社 77 福島県 菱東運輸倉庫株式会社 147 群馬県 東都積水株式会社

8 北海道 パナソニックスイッチングテクノロジーズ株式会社 78 茨城県 株式会社荒井製作所 148 群馬県 東邦亜鉛株式会社

9 北海道 ホクサン株式会社 79 茨城県 植村工業株式会社 149 群馬県 株式会社ナカヨ

10 北海道 北海道セキスイハイム工業株式会社 80 茨城県 株式会社カシマ 150 群馬県 パナソニックＡＰ空調冷設機器株式会社

11 北海道 大和工業株式会社 81 茨城県 株式会社フジキン 151 群馬県 パナソニックライフソリューションズ朝日株式会社

12 北海道 有楽製菓株式会社 82 茨城県 清峰金属工業株式会社 152 群馬県 株式会社ファンケル美健

13 青森県 青森昭和電線株式会社 83 茨城県 株式会社五光 153 群馬県 マツモト電子有限会社

14 青森県 アツギ東北株式会社 84 茨城県 株式会社小松製作所 154 群馬県 矢内精工株式会社

15 青森県 株式会社大泉製作所 85 茨城県 株式会社小森コーポレーション 155 群馬県 株式会社山田製作所

16 青森県 株式会社宮坂ポリマー青森 86 茨城県 株式会社昭芝製作所 156 群馬県 株式会社ヨコオ

17 岩手県 株式会社ＩＪＴＴ 87 茨城県 株式会社スミハツ 157 埼玉県 株式会社ＩＳサポート

18 岩手県 公益財団法人岩手県南技術研究センター 88 茨城県 セキスイハイム工業株式会社 158 埼玉県 アルパインカスタマーズサービス株式会社

19 岩手県 株式会社デンソー岩手 89 茨城県 株式会社園部製作所 159 埼玉県 ＭＧＣフィルシート株式会社

20 岩手県 東北シャノン株式会社 90 茨城県 大和ハウス工業株式会社 160 埼玉県 株式会社Ｍ－ＴＥＣ

21 岩手県 株式会社マルヤス・セキソー東北 91 茨城県 株式会社タバタ 161 埼玉県 株式会社エムテック

22 宮城県 有限会社アスクルＫＥＹ 92 茨城県 千曲鋼材株式会社 162 埼玉県 錦明印刷株式会社

23 宮城県 アルプスアルパイン株式会社 93 茨城県 株式会社トーホー 163 埼玉県 株式会社工進精工所

24 宮城県 ジオマテック株式会社 94 茨城県 中川装身具工業株式会社 164 埼玉県 株式会社コープデリフーズ

25 宮城県 セキスイハイム東北株式会社 95 茨城県 日本無機株式会社 165 埼玉県 国分プレス工業株式会社

26 宮城県 仙台グリコ株式会社 96 茨城県 日本薬品工業株式会社 166 埼玉県 コニカミノルタテクノプロダクト株式会社

27 宮城県 仙台小林製薬株式会社 97 茨城県 ピジョン株式会社 167 埼玉県 サイエンス株式会社

28 宮城県 大和ハウス工業株式会社 98 茨城県 日立建機株式会社 168 埼玉県 株式会社サトーラシ

29 宮城県 タツタ電線株式会社 99 茨城県 株式会社日立産機システム 169 埼玉県 株式会社三幸製作所

30 宮城県 東京エレクトロン宮城株式会社 100 茨城県 株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス 170 埼玉県 三輪精機株式会社

31 宮城県 有限会社東北クリエイト 101 茨城県 常陸森紙業株式会社 171 埼玉県 ジェコー株式会社

32 宮城県 東北セキスイハイム工業株式会社 102 茨城県 リコーインダストリー株式会社 172 埼玉県 シチズン時計マニュファクチャリング株式会社

33 宮城県 東北電子工業株式会社 103 栃木県 株式会社アーレスティ栃木 173 埼玉県 シチズンマイクロ株式会社

34 宮城県 東洋ワーク株式会社 104 栃木県 アキレス株式会社 174 埼玉県 株式会社ＪＡＰＡＮＳＡＭＩＬＥＬＴＥＣ

35 宮城県 東洋ワークセキュリティ株式会社 105 栃木県 旭化成カラーテック株式会社 175 埼玉県 株式会社スガヌマ

36 宮城県 ラサ工業株式会社 106 栃木県 泉鋼管株式会社 176 埼玉県 セイキ工業株式会社

37 宮城県 理研食品株式会社 107 栃木県 宇都宮機器株式会社 177 埼玉県 積水化学工業株式会社

38 宮城県 リコーインダストリー株式会社 108 栃木県 栄研化学株式会社 178 埼玉県 セントラル硝子株式会社

39 宮城県 ＹＫＫＡＰ株式会社 109 栃木県 エスアイアイクリスタルテクノロジー株式会社 179 埼玉県 大同工機株式会社

40 秋田県 秋田エプソン株式会社 110 栃木県 株式会社カナエ 180 埼玉県 大陽ステンレススプリング株式会社

41 秋田県 シチズン時計マニュファクチャリング株式会社 111 栃木県 カルビー株式会社 181 埼玉県 株式会社秩父富士

42 秋田県 ＤОＷＡセミコンダクター秋田株式会社 112 栃木県 株式会社小松電業所 182 埼玉県 ＤＩＣ株式会社

43 秋田県 ニプロ株式会社 113 栃木県 ジェイティプラントサービス株式会社 183 埼玉県 東京電子工業株式会社

44 秋田県 文化シヤッター株式会社 114 栃木県 新明和工業株式会社 184 埼玉県 株式会社日商

45 山形県 旭平硝子加工株式会社 115 栃木県 タイガースポリマー株式会社 185 埼玉県 日本ピストンリング株式会社

46 山形県 株式会社ジェイ・サポート 116 栃木県 大生工業株式会社 186 埼玉県 ニプロファーマ株式会社

47 山形県 株式会社スガサワ 117 栃木県 大和ハウス工業株式会社 187 埼玉県 日本ピグメント株式会社

48 山形県 東和薬品株式会社 118 栃木県 タキロンシーアイ株式会社 188 埼玉県 日立金属株式会社

49 山形県 日本連続端子株式会社 119 栃木県 谷藤工業株式会社 189 埼玉県 フィグラ株式会社

50 山形県 マーレエンジンコンポーネンツジャパン株式会社 120 栃木県 デクセリアルズ株式会社 190 埼玉県 富士オートメーション株式会社

51 山形県 山形カシオ株式会社 121 栃木県 株式会社トーコー技研 191 埼玉県 富士電機株式会社

52 福島県 暁精機株式会社 122 栃木県 栃木金属工業株式会社 192 埼玉県 ぺんてる株式会社

53 福島県 株式会社朝日ラバー 123 栃木県 栃木精工株式会社 193 埼玉県 ポーライト株式会社

54 福島県 有限会社アポロン電子工業 124 栃木県 古河産機システムズ株式会社 194 埼玉県 三井精機工業株式会社

55 福島県 アルパイン株式会社 125 栃木県 文化シヤッター株式会社株式会社 195 埼玉県 明邦鋼業株式会社

56 福島県 ＮＯＫ株式会社 126 栃木県 株式会社ミツトヨ 196 埼玉県 株式会社ＬＩＸＩＬ

57 福島県 カルソニックカンセイ岩代株式会社 127 栃木県 ミツヤ送風機株式会社 197 埼玉県 株式会社ワイ・シイ・アイ

58 福島県 協和木材株式会社 128 栃木県 モリテックスチール株式会社 198 千葉県 株式会社アウトソーシングテクノロジー

59 福島県 クリナップ株式会社 129 栃木県 レオン自動機株式会社 199 千葉県 旭ダイヤモンド工業株式会社

60 福島県 株式会社三栄精機製作所 130 栃木県 ＹＫＫＡＰ株式会社 200 千葉県 アドレスサービス株式会社

61 福島県 株式会社サンブライト 131 群馬県 旭化成株式会社 201 千葉県 株式会社イーパック

62 福島県 白河コスモス電機株式会社 132 群馬県 朝日工業株式会社 202 千葉県 イオントップバリュ株式会社

63 福島県 白河日東工器株式会社 133 群馬県 株式会社池田製作所 203 千葉県 株式会社サニーフーズ

64 福島県 信越半導体株式会社 134 群馬県 オリヒロプランデュ株式会社 204 千葉県 三共製氷冷蔵株式会社

65 福島県 タカラ印刷株式会社 135 群馬県 鹿島エレクトロニクス株式会社 205 千葉県 ジェス株式会社

66 福島県 タニコー株式会社 136 群馬県 株式会社カンセイ 206 千葉県 シチズン千葉精密株式会社

67 福島県 東京精工株式会社 137 群馬県 共同技研化学株式会社 207 千葉県 ジャパンフーズ株式会社

68 福島県 東北リズム株式会社 138 群馬県 株式会社グンソー 208 千葉県 住友重機械工業株式会社

69 福島県 日本ケミコン株式会社 139 群馬県 澤藤電機株式会社 209 千葉県 ＳＥＭＩＴＥＣ株式会社

70 福島県 パーフェクトン株式会社 140 群馬県 サンデンホールディングス株式会社 210 千葉県 宝醤油株式会社
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211 千葉県 株式会社竹中製作所 281 神奈川県 ＮＫＫスイッチズ株式会社 351 新潟県 和平フレイズＭＳ株式会社

212 千葉県 千葉精密プレス株式会社 282 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 352 富山県 アイシン軽金属株式会社

213 千葉県 ＴＯＴＯバスクリエイト株式会社 283 神奈川県 ＭＨＰＳエンジニアリング株式会社 353 富山県 株式会社碓井製作所

214 千葉県 日鉄建材株式会社 284 神奈川県 エリーパワー株式会社 354 富山県 ウッドリンク株式会社

215 千葉県 日鉄テクノロジー株式会社 285 神奈川県 株式会社オカムラ 355 富山県 ＳＴ物流サービス株式会社

216 千葉県 日本製鉄株式会社 286 神奈川県 追浜工業株式会社 356 富山県 株式会社オプテス

217 千葉県 日本板硝子ビルディングプロダクツ株式会社 287 神奈川県 河西工業株式会社 357 富山県 コーセル株式会社

218 千葉県 株式会社久永製作所 288 神奈川県 株式会社キョーワハーツ 358 富山県 サクラパックス株式会社

219 千葉県 双葉電子工業株式会社 289 神奈川県 久喜ロール工業株式会社 359 富山県 三協立山株式会社

220 千葉県 丸一鋼管株式会社 290 神奈川県 株式会社クリード 360 富山県 三協立山株式会社三協アルミ社

221 千葉県 理研ビタミン株式会社 291 神奈川県 株式会社クレール 361 富山県 三光合成株式会社

222 東京都 旭化成株式会社 292 神奈川県 京浜発條株式会社 362 富山県 新新薬品工業株式会社

223 東京都 泉電池工業株式会社 293 神奈川県 高周波熱錬株式会社 363 富山県 株式会社東洋電制製作所

224 東京都 ＮＥＣフィールディング株式会社 294 神奈川県 株式会社小松製作所 364 富山県 富山大扇工業株式会社

225 東京都 株式会社エレベータシステムズ 295 神奈川県 株式会社サンリック 365 富山県 株式会社富山村田製作所

226 東京都 尾西食品株式会社 296 神奈川県 ＪＦＥスチール株式会社 366 富山県 日本ゼオン株式会社

227 東京都 株式会社カーメイト 297 神奈川県 城南樹脂工業株式会社 367 富山県 バイホロン株式会社

228 東京都 株式会社桂川精螺製作所 298 神奈川県 セントラル硝子株式会社 368 富山県 ホワイト食品工業株式会社

229 東京都 株式会社杉田製線 299 神奈川県 宝電機工業株式会社 369 富山県 株式会社ワールドインテック

230 東京都 関東電化工業株式会社 300 神奈川県 田中貴金属工業株式会社 370 富山県 ＹＫＫ株式会社

231 東京都 株式会社キトー 301 神奈川県 田中サッシュ工業株式会社 371 石川県 株式会社アイデン

232 東京都 キヤノン電子株式会社 302 神奈川県 谷口運送株式会社 372 石川県 株式会社穴水村田製作所

233 東京都 株式会社倉本産業 303 神奈川県 東京スリーブ株式会社 373 石川県 今井電機株式会社

234 東京都 株式会社クレタス 304 神奈川県 東京メタルパック株式会社 374 石川県 岩本工業株式会社

235 東京都 株式会社ケアコム 305 神奈川県 東信電気株式会社 375 石川県 ＳＤＳ株式会社

236 東京都 研文社 306 神奈川県 内藤電誠工業株式会社 376 石川県 一般社団法人加賀機電振興協会

237 東京都 光和商事株式会社 307 神奈川県 日本クロージャー株式会社 377 石川県 株式会社共和工業所

238 東京都 古賀オール株式会社 308 神奈川県 株式会社ニフコ 378 石川県 クラスター株式会社

239 東京都 株式会社コスモ計器 309 神奈川県 株式会社日本製鋼所 379 石川県 株式会社クリエート

240 東京都 株式会社斎藤容器 310 神奈川県 日本端子株式会社 380 石川県 株式会社光栄

241 東京都 株式会社鷺宮製作所 311 神奈川県 株式会社パイオラックスメディカルデバイス 381 石川県 コマツキカイ株式会社

242 東京都 三協株式会社 312 神奈川県 有限会社光製作所 382 石川県 株式会社小松製作所

243 東京都 株式会社三興製作所 313 神奈川県 ビューテック株式会社 383 石川県 株式会社小松高田製作所

244 東京都 三鎮工業株式会社 314 神奈川県 富士フイルムメディアマニュファクチャリング株式会社 384 石川県 株式会社小松電業所

245 東京都 サンハヤト株式会社 315 神奈川県 藤森工業株式会社 385 石川県 小松マテーレ株式会社

246 東京都 株式会社ジーシー 316 神奈川県 防衛省南関東防衛局 386 石川県 ジェイ・バス株式会社

247 東京都 株式会社ＪＳＰ 317 神奈川県 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ株式会社 387 石川県 株式会社大同テクノ

248 東京都 蛇の目ミシン工業株式会社 318 神奈川県 株式会社メープル 388 石川県 ダイワ株式会社

249 東京都 株式会社ジャムコ 319 神奈川県 株式会社メルコテクノ横浜 389 石川県 泰和ゴム興業株式会社

250 東京都 スナップオン・ツールズ株式会社 320 神奈川県 油研工業株式会社 390 石川県 株式会社タガミ・イーエクス

251 東京都 株式会社タムラ製作所 321 神奈川県 理研アルマイト工業株式会社 391 石川県 津田駒工業株式会社

252 東京都 東京航空計器株式会社 322 神奈川県 株式会社リコー 392 石川県 長津工業株式会社

253 東京都 株式会社東邦製作所 323 神奈川県 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 393 石川県 株式会社中野製作所

254 東京都 トキオ精工株式会社 324 神奈川県 レイモンジャパン株式会社 394 石川県 中村留精密工業株式会社

255 東京都 トッパンフォームズ株式会社 325 新潟県 石崎ボルト有限会社 395 石川県 ニッコー株式会社

256 東京都 日研トータルソーシング株式会社 326 新潟県 株式会社内山熔接工業 396 石川県 株式会社日誠産業

257 東京都 日本ケミコン株式会社 327 新潟県 有限会社オガタ技研 397 石川県 株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ

258 東京都 日本コンクリート工業株式会社 328 新潟県 株式会社加藤製作所 398 石川県 株式会社福井鉄工所

259 東京都 根津鋼材株式会社 329 新潟県 株式会社コロナ 399 石川県 株式会社富士通ＩＴプロダクツ

260 東京都 株式会社バンビ 330 新潟県 株式会社サカタ製作所 400 石川県 北陸計器工業株式会社

261 東京都 株式会社日立国際電気 331 新潟県 信越化学工業株式会社 401 石川県 丸井織物株式会社

262 東京都 平岡織染株式会社 332 新潟県 株式会社シンコーテック 402 石川県 有限会社ミランティジャパン

263 東京都 株式会社フジクラ 333 新潟県 新進テック株式会社 403 石川県 村田機械株式会社

264 東京都 藤倉コンポジット株式会社 334 新潟県 株式会社シンワテック 404 石川県 森康株式会社

265 東京都 富士通特機システム株式会社 335 新潟県 株式会社ソーゴ 405 石川県 山一精工株式会社

266 東京都 富士電機株式会社 336 新潟県 株式会社ダイヤメット 406 福井県 株式会社アイケープラスト

267 東京都 武州工業株式会社 337 新潟県 津南町森林組合 407 福井県 アイシンエィダブリュ工業株式会社

268 東京都 株式会社扶桑 338 新潟県 デンカ生研株式会社 408 福井県 揚原織物工業株式会社

269 東京都 ホーチキ株式会社 339 新潟県 株式会社東洋冶金 409 福井県 近江化工株式会社

270 東京都 株式会社マサダ製作所 340 新潟県 株式会社東陽理化学研究所 410 福井県 株式会社オプテス

271 東京都 松山油脂株式会社 341 新潟県 トップ工業株式会社 411 福井県 株式会社金津村田製作所

272 東京都 三井化学東セロ株式会社 342 新潟県 株式会社長岡島津 412 福井県 清川メッキ工業株式会社

273 東京都 株式会社ミヤザワ 343 新潟県 株式会社南雲製作所 413 福井県 株式会社鯖江村田製作所

274 東京都 株式会社やまびこ 344 新潟県 新潟ダイヤモンド電子株式会社 414 福井県 信越化学工業株式会社

275 東京都 株式会社ＬＩＸＩＬ 345 新潟県 原信ナルスオペレーションサービス株式会社 415 福井県 株式会社タニコーテック

276 東京都 株式会社ＬＩＸＩＬリニューアル 346 新潟県 北一電気株式会社 416 福井県 株式会社ＴＦＣ

277 神奈川県 アキュフェーズ株式会社 347 新潟県 北越工業株式会社 417 福井県 フクムラ仮設株式会社

278 神奈川県 旭ファイバーグラス株式会社 348 新潟県 株式会社ホンダ 418 福井県 ヨシダ工業株式会社

279 神奈川県 いすゞ自動車株式会社 349 新潟県 株式会社ＭＯＲＩ 419 山梨県 菊水電子工業株式会社

280 神奈川県 一幸電子工業株式会社 350 新潟県 株式会社リケン 420 山梨県 京西電機株式会社
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421 山梨県 株式会社コイケ 491 岐阜県 ＴＯＴＯマテリア株式会社 561 愛知県 株式会社アイシンコラボ

422 山梨県 株式会社甲府共和電業 492 岐阜県 名古屋技研工業株式会社 562 愛知県 アイシン高丘株式会社

423 山梨県 株式会社甲府明電舎 493 岐阜県 株式会社ナ・デックスプロダクツ 563 愛知県 愛同工業株式会社

424 山梨県 光洋電子工業株式会社 494 岐阜県 日東工業株式会社 564 愛知県 株式会社アクセル

425 山梨県 株式会社サニカ 495 岐阜県 株式会社日特スパークテック東農 565 愛知県 旭サナック株式会社

426 山梨県 三協オイルレス工業株式会社 496 岐阜県 日本板硝子株式会社 566 愛知県 旭精機工業株式会社

427 山梨県 サントネージュワイン株式会社 497 岐阜県 日本プレス工業株式会社 567 愛知県 株式会社アドヴィックス

428 山梨県 シチズン電子株式会社 498 岐阜県 福寿工業株式会社 568 愛知県 飯島精密工業株式会社

429 山梨県 シチズンファインデバイス株式会社 499 岐阜県 株式会社フジミインコーポレーテッド 569 愛知県 池田工業株式会社

430 山梨県 株式会社新開トランスポートシステムズ 500 岐阜県 本多金属工業株式会社 570 愛知県 株式会社イナテック

431 山梨県 タカハタプレシジョン山梨株式会社 501 岐阜県 丸嘉工業株式会社 571 愛知県 株式会社稲葉製作所

432 山梨県 帝国インキ製造株式会社 502 岐阜県 水谷産業株式会社 572 愛知県 株式会社エィ・ダブリュ・エンジニアリング

433 山梨県 東タイ株式会社 503 岐阜県 三菱マテリアル株式会社 573 愛知県 株式会社エィ・ダブリュ・サービス

434 山梨県 ニッセー株式会社 504 岐阜県 名北工業株式会社 574 愛知県 株式会社エィ・ダブリュ・メンテナンス

435 山梨県 藤精機株式会社 505 岐阜県 株式会社山本製作所 575 愛知県 エイベックス株式会社

436 山梨県 富士通アイ・ネットワークシステムズ株式会社 506 岐阜県 株式会社ヨシケイライフスタイル 576 愛知県 株式会社エーピーシィ

437 山梨県 株式会社フジミ 507 静岡県 株式会社アーレスティダイモールド浜松 577 愛知県 株式会社エクシード

438 山梨県 三井農林株式会社 508 静岡県 株式会社アーレスティプリテック 578 愛知県 株式会社エデックリンセイシステム

439 山梨県 山梨積水株式会社 509 静岡県 株式会社アマダ 579 愛知県 ＮＴＮアドバンストマテリアルズ株式会社

440 長野県 アート金属工業株式会社 510 静岡県 アルムメディカルサポ―ト株式会社 580 愛知県 エフティテクノ株式会社

441 長野県 上松電子株式会社 511 静岡県 株式会社伊藤製作所 581 愛知県 株式会社ＭＣシステムズ

442 長野県 株式会社アズミ村田製作所 512 静岡県 磐田ポッカ食品株式会社 582 愛知県 オーエスジー株式会社

443 長野県 アピックヤマダ株式会社 513 静岡県 ＳＵＳ株式会社 583 愛知県 ＯＭＣ株式会社

444 長野県 アルプススクリュー株式会社 514 静岡県 ＭＰＰＫＯＭＡＴＳＵ株式会社 584 愛知県 太田油脂株式会社

445 長野県 上田日本無線株式会社通信機器課 515 静岡県 株式会社遠州 585 愛知県 株式会社大橋機工

446 長野県 エムケーカシヤマ株式会社 516 静岡県 株式会社オカムラ 586 愛知県 小木曽工業株式会社

447 長野県 オルガン製針株式会社 517 静岡県 キャタレント・ジャパン株式会社 587 愛知県 株式会社オティックス

448 長野県 株式会社キョウデン 518 静岡県 共和レザー株式会社 588 愛知県 株式会社オニックス

449 長野県 株式会社サーキットデザイン 519 静岡県 株式会社金原金属工業所 589 愛知県 加藤精工株式会社

450 長野県 山洋電気株式会社 520 静岡県 株式会社クラベ 590 愛知県 株式会社蒲スプリング製作所

451 長野県 シチズン時計マニュファクチャリング株式会社 521 静岡県 株式会社コーヨー化成 591 愛知県 河﨑発條株式会社

452 長野県 住化積水フィルム株式会社 522 静岡県 サンエムパッケージ株式会社 592 愛知県 河村電器産業株式会社

453 長野県 セラテックジャパン株式会社 523 静岡県 株式会社サンサークル 593 愛知県 協栄産業株式会社

454 長野県 株式会社高見沢サイバネティックス 524 静岡県 株式会社ジーシー 594 愛知県 クマガイ特殊鋼株式会社

455 長野県 長野ジェコー株式会社 525 静岡県 株式会社資生堂 595 愛知県 株式会社グリーンテック

456 長野県 南木曽発条株式会社 526 静岡県 ジヤトコ株式会社 596 愛知県 黒崎播磨株式会社

457 長野県 株式会社ニットー 527 静岡県 ジャパンコンポジット株式会社 597 愛知県 株式会社クロップス・クルー

458 長野県 日本フェンオール株式会社 528 静岡県 住電装プラテック株式会社 598 愛知県 株式会社コーワ

459 長野県 パナソニック株式会社 529 静岡県 セキスイファミエス東海株式会社 599 愛知県 小島プレス工業株式会社

460 長野県 株式会社羽生田鉄工所 530 静岡県 株式会社ソミック石川 600 愛知県 寿金属工業株式会社

461 長野県 飯伊ＱＣ企画委員会 531 静岡県 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社 601 愛知県 コニカミノルタメカトロニクス株式会社

462 長野県 日置電機株式会社 532 静岡県 ＴＨＫリズム株式会社 602 愛知県 小林クリエイト株式会社

463 長野県 東日本オリオン株式会社 533 静岡県 株式会社ＴＦ－ＭＥＴＡＬ 603 愛知県 小松開発工業株式会社

464 長野県 有限会社平出製作所 534 静岡県 ＴＢソーテック関東株式会社 604 愛知県 ゴムノイナキ株式会社

465 長野県 富士電機株式会社 535 静岡県 株式会社電業社機械製作所 605 愛知県 サトープレス工業株式会社

466 長野県 株式会社堀内電機製作所 536 静岡県 東芝機械株式会社 606 愛知県 三栄ポリウレタン株式会社

467 長野県 マクセルイズミ株式会社 537 静岡県 トクラスプロダクツ株式会社 607 愛知県 株式会社三恵シーアンドシー

468 長野県 株式会社マコメ研究所 538 静岡県 日進工業株式会社 608 愛知県 三洋電子株式会社

469 長野県 松本スプリング株式会社 539 静岡県 日星電気株式会社 609 愛知県 株式会社サンワクリエイト

470 長野県 株式会社メック 540 静岡県 ノボル精密株式会社 610 愛知県 株式会社シーヴイテック

471 長野県 有限会社山彦化成工業 541 静岡県 株式会社浜名製作所 611 愛知県 株式会社ＣＮＫ

472 長野県 ラインハルト株式会社 542 静岡県 株式会社浜名ワークス 612 愛知県 ＧＫＮドライブラインジャパン株式会社

473 岐阜県 株式会社愛工舎 543 静岡県 パルステック工業株式会社 613 愛知県 ＣＫＤ株式会社

474 岐阜県 株式会社秋田屋本店 544 静岡県 フジオーゼックス株式会社 614 愛知県 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

475 岐阜県 イビデン株式会社 545 静岡県 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 615 愛知県 ＪＦＥスチール株式会社

476 岐阜県 株式会社イワビシ 546 静岡県 株式会社マリンアクセス 616 愛知県 シロキ工業株式会社

477 岐阜県 上田石灰製造株式会社 547 静岡県 株式会社ミクニ 617 愛知県 住友理工株式会社

478 岐阜県 株式会社打江精機 548 静岡県 矢崎エナジーシステム株式会社 618 愛知県 株式会社セイワ

479 岐阜県 ＭＭＣリョウテック株式会社 549 静岡県 ヤマハ株式会社 619 愛知県 積水ナノコートテクノロジー株式会社

480 岐阜県 河合石灰工業株式会社 550 静岡県 ヤマハ発動機株式会社 620 愛知県 セキスイハイム工業株式会社

481 岐阜県 岐阜赤十字病院 551 静岡県 ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社 621 愛知県 株式会社セキソー

482 岐阜県 ＫＹＢ株式会社 552 静岡県 ユニクラフトナグラ株式会社 622 愛知県 株式会社大京化学

483 岐阜県 厚生産業株式会社 553 静岡県 ユニバーサル製缶株式会社 623 愛知県 大同メタル工業株式会社

484 岐阜県 株式会社関ケ原製作所 554 静岡県 理研軽金属工業株式会社 624 愛知県 大豊精機株式会社

485 岐阜県 ダイキャスト東和産業株式会社 555 静岡県 株式会社リコー 625 愛知県 大洋産業株式会社

486 岐阜県 太平洋工業株式会社 556 静岡県 ローランド株式会社 626 愛知県 株式会社チップトン

487 岐阜県 株式会社田口鉄工所 557 愛知県 株式会社アーレスティ 627 愛知県 中部オリオン株式会社

488 岐阜県 ＴＰＲ株式会社 558 愛知県 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 628 愛知県 中庸スプリング株式会社

489 岐阜県 株式会社デンソーワイズテック 559 愛知県 アイシン化工株式会社 629 愛知県 ＴＧテクノ株式会社

490 岐阜県 ＴＯＴＯウォシュレットテクノ株式会社 560 愛知県 アイシン機工株式会社 630 愛知県 ＴＢ物流サービス株式会社
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631 愛知県 株式会社デンソ― 701 三重県 株式会社ニチリン白山 771 大阪府 株式会社ＩＨＩインフラシステム

632 愛知県 株式会社デンソーウェーブ 702 三重県 株式会社日商 772 大阪府 ＩＤＥＣ株式会社

633 愛知県 東海興業株式会社 703 三重県 日東電工株式会社 773 大阪府 亜木津工業株式会社

634 愛知県 株式会社東郷製作所 704 三重県 日本ニードルローラー製造株式会社 774 大阪府 株式会社アクト印刷

635 愛知県 東陽精機株式会社 705 三重県 パナソニックライフソリューションズ紀南電工株式会社 775 大阪府 アサヒ衛陶株式会社

636 愛知県 豊興工業株式会社 706 三重県 廣瀬精工株式会社 776 大阪府 アルパインカスタマーズサービス株式会社

637 愛知県 トヨタ自動車株式会社 707 三重県 株式会社富士製作所 777 大阪府 株式会社イトーキ

638 愛知県 株式会社豊田自動織機 708 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 778 大阪府 井上軸受工業株式会社

639 愛知県 株式会社豊田自動織機技能専修学園 709 三重県 富士電機株式会社 779 大阪府 株式会社ＷＥＳＴｉｎｘ

640 愛知県 豊田鉄工株式会社 710 三重県 ボルグワーナー・モールスシステムズ・ジャパン株式会社 780 大阪府 植田工業株式会社

641 愛知県 トヨタ紡織株式会社 711 三重県 山下印刷紙器株式会社 781 大阪府 英和商工株式会社

642 愛知県 株式会社ＮＡＩＴＯ 712 滋賀県 旭化成株式会社 782 大阪府 株式会社江浦製作所

643 愛知県 中島特殊鋼株式会社 713 滋賀県 株式会社アルナ矢野特車 783 大阪府 株式会社エクセディ物流

644 愛知県 中村精機株式会社 714 滋賀県 アロン化成株式会社 784 大阪府 エムケイ産業株式会社

645 愛知県 株式会社名古屋食糧 715 滋賀県 ＳＵＳ株式会社 785 大阪府 近江化工株式会社

646 愛知県 ニチバン株式会社 716 滋賀県 近江鍛工株式会社 786 大阪府 大阪紙器工業株式会社

647 愛知県 日幸ライト工業株式会社 717 滋賀県 岡安ゴム株式会社 787 大阪府 大阪銘板株式会社

648 愛知県 日進工業株式会社 718 滋賀県 オプテックス株式会社 788 大阪府 株式会社オカテック

649 愛知県 日清紡メカトロニクス株式会社 719 滋賀県 オメガテクノ株式会社 789 大阪府 株式会社オカノブラスト

650 愛知県 日東電工株式会社 720 滋賀県 川相商事株式会社 790 大阪府 株式会社岡本製作所

651 愛知県 日本製鉄株式会社 721 滋賀県 近畿化学工業株式会社 791 大阪府 株式会社ジェイアールシー

652 愛知県 日本ガイシ株式会社 722 滋賀県 株式会社佐藤医科器械製作所 792 大阪府 株式会社関西オカムラ

653 愛知県 日本プラスチックス・テクノロジーズ株式会社 723 滋賀県 三恵工業株式会社 793 大阪府 木田バルブ・ボール株式会社

654 愛知県 パーソルＲ＆Ｄ株式会社 724 滋賀県 三友エレクトリック株式会社 794 大阪府 倉敷紡績株式会社

655 愛知県 パナソニック住宅設備株式会社 725 滋賀県 滋賀小林精工株式会社 795 大阪府 ケーエム精工株式会社

656 愛知県 原田車両設計株式会社 726 滋賀県 滋賀設備株式会社 796 大阪府 株式会社小松製作所

657 愛知県 阪和興業株式会社 727 滋賀県 株式会社ＳＣＲＥＥＮセミコンダクターソリューションズ 797 大阪府 ザパック株式会社

658 愛知県 富士高分子工業株式会社 728 滋賀県 株式会社ＳＣＲＥＥＮファインテックソリューションズ 798 大阪府 株式会社三協製作所

659 愛知県 富士精工株式会社 729 滋賀県 ゼオンポリミクス株式会社 799 大阪府 サンユレック株式会社

660 愛知県 株式会社藤田製作所 730 滋賀県 積水化学工業株式会社 800 大阪府 株式会社ジェイビーエフサプライ

661 愛知県 フタバ産業株式会社 731 滋賀県 積水多賀化工株式会社 801 大阪府 昭和化工株式会社

662 愛知県 ブラザー工業株式会社 732 滋賀県 センカ株式会社 802 大阪府 株式会社新栄

663 愛知県 株式会社フロロコート名古屋 733 滋賀県 ダイキンパイピング株式会社 803 大阪府 新コスモス電機株式会社

664 愛知県 碧海パック株式会社 734 滋賀県 ツカサ産業株式会社 804 大阪府 株式会社セラタ

665 愛知県 株式会社豊幸 735 滋賀県 ＴＯＴＯサニテクノ株式会社 805 大阪府 大同化工機工業株式会社

666 愛知県 豊国工業株式会社 736 滋賀県 ＴＯＴＯハイリビング株式会社 806 大阪府 ダイハツ工業株式会社

667 愛知県 豊生ブレーキ工業株式会社 737 滋賀県 長岡産業株式会社 807 大阪府 ダイベア株式会社

668 愛知県 ポップリベット・ファスナー株式会社 738 滋賀県 株式会社長浜シャーリング工場 808 大阪府 タカヤマ金属工業株式会社

669 愛知県 丸一鋼管株式会社 739 滋賀県 日本カーボン株式会社 809 大阪府 多田プラスチック工業株式会社

670 愛知県 株式会社マルサン木型製作所 740 滋賀県 日本シーエムアイ株式会社 810 大阪府 タツタ電線株式会社

671 愛知県 三菱ケミカル株式会社 741 滋賀県 日本精工株式会社 811 大阪府 ツカカナモノ株式会社

672 愛知県 三菱自動車工業株式会社 742 滋賀県 パナソニック株式会社 812 大阪府 株式会社テイモー

673 愛知県 三菱重工業株式会社 743 滋賀県 阪和スチールサービス株式会社 813 大阪府 寺崎電気産業株式会社

674 愛知県 武蔵精密工業株式会社 744 滋賀県 株式会社ピラミッド 814 大阪府 テラテック株式会社

675 愛知県 株式会社名機製作所 745 滋賀県 扶桑工業株式会社 815 大阪府 株式会社東研サーモテック

676 愛知県 株式会社名光精機 746 滋賀県 三菱ロジスネクスト株式会社 816 大阪府 東洋紡株式会社

677 愛知県 メイティックス株式会社 747 滋賀県 行田電線株式会社 817 大阪府 株式会社中北製作所

678 愛知県 株式会社名東技研 748 滋賀県 淀川ヒューテック株式会社 818 大阪府 株式会社ナクロ

679 愛知県 株式会社メイドー 749 京都府 綾部商工会議所 819 大阪府 ニッポー株式会社

680 愛知県 株式会社森創 750 京都府 宇治電器工業株式会社 820 大阪府 株式会社ノボル電機

681 愛知県 柳生ゴム化成株式会社 751 京都府 河長樹脂工業株式会社 821 大阪府 パナソニック株式会社

682 愛知県 株式会社屋根技術研究所 752 京都府 旭光精工株式会社 822 大阪府 株式会社ハヤシセーラ

683 愛知県 豊精密工業株式会社 753 京都府 サンエー電機株式会社 823 大阪府 阪神輸送機株式会社

684 愛知県 株式会社ＬＩＸＩＬ 754 京都府 サンコール株式会社 824 大阪府 ＰＦＵ西日本株式会社

685 愛知県 リコーエレメックス株式会社 755 京都府 株式会社ＧＳユアサ 825 大阪府 株式会社ビー・ティ・アイ

686 愛知県 株式会社ワイズ 756 京都府 株式会社島津製作所 826 大阪府 フジアルテ株式会社

687 三重県 旭化成株式会社 757 京都府 株式会社ダイゾー 827 大阪府 株式会社フジキン

688 三重県 株式会社アベテック 758 京都府 株式会社タンゴ技研 828 大阪府 フジプロセス株式会社

689 三重県 ＡＧＦ鈴鹿株式会社 759 京都府 株式会社椿本チエイン 829 大阪府 株式会社フセラシ

690 三重県 クレハエラストマー株式会社 760 京都府 株式会社電装工業 830 大阪府 平和発條株式会社

691 三重県 ケイミュー株式会社 761 京都府 株式会社東洋レーベル 831 大阪府 株式会社松井製作所

692 三重県 株式会社神戸製鋼所 762 京都府 ニチコン株式会社 832 大阪府 松浪硝子工業株式会社

693 三重県 光洋メタルテック株式会社 763 京都府 株式会社ニチダイ 833 大阪府 株式会社エムジェイテック

694 三重県 三惠工業株式会社 764 京都府 日昇電機株式会社 834 大阪府 ミカサ商事株式会社

695 三重県 新光ゴム工業株式会社 765 京都府 ニッタ・ハース株式会社 835 大阪府 宮川化成工業株式会社

696 三重県 セントラル硝子株式会社 766 京都府 日本電産株式会社 836 大阪府 宮脇鋼管株式会社

697 三重県 中部製罐株式会社 767 京都府 株式会社藤井合金製作所 837 大阪府 村瀬炉工業株式会社

698 三重県 デンソートリム株式会社 768 京都府 富士高分子株式会社 838 大阪府 山中産業株式会社

699 三重県 株式会社ナカテツ 769 京都府 株式会社モリタ製作所 839 大阪府 ヤンマー株式会社

700 三重県 ナブテスコ株式会社 770 京都府 山市電機株式会社 840 大阪府 ヤンマーグローバルエキスパート株式会社
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第28～33回　品質管理検定　申込企業・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1050社

※第28回～第33回に団体申込で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）でご連絡下さい。

都道府県名／企業・団体名

841 大阪府 ヨロズ精工株式会社 911 岡山県 エフピコアルライト株式会社 981 愛媛県 株式会社クラレ

842 大阪府 理研ビタミン株式会社 912 岡山県 オカネツ工業株式会社 982 愛媛県 クラレ西条株式会社

843 大阪府 株式会社栗菱コンピューターズ 913 岡山県 株式会社岡山村田製作所 983 愛媛県 四国積水工業株式会社

844 大阪府 株式会社若林精機工業 914 岡山県 倉敷化工株式会社 984 愛媛県 新タック化成株式会社

845 兵庫県 淡路市商工会 915 岡山県 三和電子株式会社 985 愛媛県 ＰＨＣ株式会社

846 兵庫県 エアウォーター防災株式会社 916 岡山県 ＪＦＥスチール株式会社 986 高知県 株式会社垣内

847 兵庫県 大河内金属株式会社 917 岡山県 大和コアファクトリー株式会社 987 高知県 株式会社技研製作所

848 兵庫県 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 918 岡山県 大和物流株式会社 988 高知県 東洋電化工業株式会社

849 兵庫県 カルモ鋳工株式会社 919 岡山県 タカヤ株式会社 989 福岡県 株式会社アグリス

850 兵庫県 川崎重工業株式会社 920 岡山県 中四国セキスイハイム工業株式会社 990 福岡県 岡住工業株式会社

851 兵庫県 グリコアイクレオ株式会社 921 岡山県 日本エロフォージ株式会社 991 福岡県 オリオ精機株式会社

852 兵庫県 グローリープロダクツ株式会社 922 岡山県 ビューテック株式会社 992 福岡県 株式会社九州カラ―フォーム

853 兵庫県 虹技株式会社 923 岡山県 株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ 993 福岡県 株式会社九州イノアック

854 兵庫県 高周波熱錬株式会社 924 岡山県 福島工業株式会社 994 福岡県 株式会社九州テクノメタル

855 兵庫県 株式会社神戸製鋼所 925 岡山県 株式会社福田種鶏場 995 福岡県 株式会社久原本家

856 兵庫県 株式会社神戸製鉄所 926 岡山県 フジコピアン株式会社 996 福岡県 株式会社久原本家食品

857 兵庫県 光菱電機株式会社 927 岡山県 水島プレス工業株式会社 997 福岡県 久留米印刷株式会社

858 兵庫県 株式会社コダイ 928 岡山県 菱陽電機株式会社 998 福岡県 黒崎播磨セラコーポ株式会社

859 兵庫県 株式会社コベルコ科研 929 岡山県 ローム・ワコー株式会社 999 福岡県 株式会社三松

860 兵庫県 コベルコ・キャリア・ディベロップメント株式会社 930 広島県 株式会社オガワ 1000 福岡県 昭和鉄工株式会社

861 兵庫県 株式会社佐野鉄工所 931 広島県 カイハラ産業株式会社 1001 福岡県 神港テクノス株式会社

862 兵庫県 三和テクノ株式会社 932 広島県 株式会社キーレックス 1002 福岡県 株式会社西部技研

863 兵庫県 ＳＥＡＶＡＣ株式会社 933 広島県 株式会社北川鉄工所 1003 福岡県 ｔｈｙｓｓｅｎｋｒｕｐｐｒｏｔｈｅｅｒｄｅＪａｐａｎ株式会社

864 兵庫県 株式会社シノハラ 934 広島県 株式会社熊平製作所 1004 福岡県 デンカ株式会社

865 兵庫県 株式会社シマブンコーポレーション 935 広島県 コベルコ建機株式会社 1005 福岡県 ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社

866 兵庫県 新宮三相電機株式会社 936 広島県 三工電機株式会社 1006 福岡県 ＴＯＴＯプラテクノ株式会社

867 兵庫県 神鋼鋼線工業株式会社 937 広島県 株式会社サンポール 1007 福岡県 株式会社戸畑ターレット工作所

868 兵庫県 住友精化株式会社 938 広島県 ＪＦＥスチール株式会社 1008 福岡県 トヨタ自動車九州株式会社

869 兵庫県 東芝エレベータ株式会社 939 広島県 株式会社シンセラ 1009 福岡県 株式会社中島ターレット

870 兵庫県 東洋ナッツ食品株式会社 940 広島県 中国化薬株式会社 1010 福岡県 西日本板硝子センター株式会社

871 兵庫県 株式会社ニチリン 941 広島県 中国電機製造株式会社 1011 福岡県 日本フィルター工業株式会社

872 兵庫県 日本グリース株式会社 942 広島県 デルタ工業株式会社 1012 福岡県 株式会社バームス福岡

873 兵庫県 日本フレックス工業株式会社 943 広島県 西川ゴム工業株式会社 1013 福岡県 株式会社福永産業

874 兵庫県 株式会社ハイレックスコーポレーション 944 広島県 日鋼テクノ株式会社 1014 福岡県 フジクリーン工業株式会社

875 兵庫県 株式会社ハシマ 945 広島県 日東電工株式会社 1015 福岡県 株式会社ブリヂストン

876 兵庫県 株式会社浜田工務店 946 広島県 株式会社日本製鋼所 1016 福岡県 株式会社マセック

877 兵庫県 フジコー株式会社 947 広島県 株式会社ヒロテック 1017 福岡県 三菱ケミカル株式会社

878 兵庫県 古野電気株式会社 948 広島県 マツダスチール株式会社 1018 福岡県 株式会社村上精機工作所

879 兵庫県 古林紙工株式会社 949 広島県 株式会社ミツトヨ 1019 福岡県 株式会社明和製作所

880 兵庫県 ミツ精機株式会社 950 広島県 株式会社レニアス 1020 福岡県 安川エンジニアリング株式会社

881 兵庫県 三菱日立パワーシステムズ株式会社 951 山口県 株式会社神戸製鋼所 1021 福岡県 安川マニュファクチャリング株式会社

882 兵庫県 株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ 952 山口県 株式会社コウミ 1022 福岡県 ヤンマー建機株式会社

883 兵庫県 株式会社ヤマキン 953 山口県 株式会社積水化成品西部 1023 福岡県 リックス株式会社

884 兵庫県 ヤンマーパワーテクノロジー株式会社 954 山口県 株式会社積水化成品山口 1024 佐賀県 株式会社エフピコ鳥栖

885 兵庫県 菱神テクニカ株式会社 955 山口県 天馬株式会社 1025 佐賀県 ケイエスケイツール株式会社

886 兵庫県 菱電化成株式会社 956 山口県 トゥルージオ株式会社 1026 佐賀県 積水ヒノマル株式会社

887 奈良県 社会福祉法人祥水園 957 山口県 株式会社西川ゴム山口 1027 佐賀県 日東工業株式会社

888 奈良県 セキスイハイム工業株式会社 958 山口県 日鉄ステンレス株式会社 1028 佐賀県 日本ハードメタル株式会社

889 奈良県 大和ハウス工業株式会社 959 山口県 日本ゼオン株式会社 1029 長崎県 株式会社ウラノ

890 奈良県 株式会社西本電器製作所 960 山口県 冨士高圧フレキシブルホース株式会社 1030 長崎県 近江鍛工株式会社

891 奈良県 ニッタ株式会社 961 山口県 丸一ステンレス鋼管株式会社 1031 長崎県 株式会社シーヴイテック九州

892 奈良県 ハウス食品株式会社 962 徳島県 株式会社アルボレックス 1032 熊本県 アイシン九州株式会社

893 奈良県 ヤマト精工株式会社 963 徳島県 阿波スピンドル株式会社 1033 熊本県 株式会社岩田コーポレーション

894 奈良県 吉田株式会社 964 徳島県 株式会社ナカテツ 1034 熊本県 オムロン阿蘇株式会社

895 和歌山県 小川工業株式会社 965 徳島県 水島プレス工業株式会社 1035 熊本県 九州武蔵精密株式会社

896 和歌山県 花王株式会社 966 徳島県 株式会社ヨコタコーポレーション 1036 大分県 大分デバイステクノロジー株式会社

897 和歌山県 新中村化学工業株式会社 967 香川県 アオイ電子株式会社 1037 大分県 大分電子工業株式会社

898 和歌山県 株式会社９Ｔｉｍｅｓ 968 香川県 アサヒ衛陶株式会社 1038 大分県 ＴＨＫリズム株式会社

899 鳥取県 オムロンスイッチアンドデバイス株式会社 969 香川県 株式会社アムロン 1039 大分県 株式会社ＴＦ－ＭＥＴＡＬ九州

900 鳥取県 鳥取県金属熱処理協業組合 970 香川県 株式会社カワニシ 1040 大分県 ＴＯＴＯサニテクノ株式会社

901 島根県 株式会社出雲村田製作所 971 香川県 株式会社北四国グラビア印刷 1041 大分県 ムサシ工業株式会社

902 島根県 株式会社島根富士通 972 香川県 神島化学工業株式会社 1042 大分県 ムラテックメカトロニクス株式会社

903 島根県 ＪＵＫＩ松江株式会社 973 香川県 四変テック株式会社 1043 宮崎県 株式会社ウイルテック

904 島根県 株式会社太陽電機製作所 974 香川県 新タック化成株式会社 1044 宮崎県 エーオーシーアセンブル株式会社

905 島根県 株式会社トリコン 975 香川県 株式会社タダノ 1045 宮崎県 清本鐵工株式会社

906 島根県 ヤンマーキャステクノ株式会社 976 香川県 東炭化工株式会社 1046 宮崎県 霧島酒造株式会社

907 岡山県 アサヒ金属株式会社 977 香川県 株式会社富士印刷 1047 鹿児島県 シチズン時計マニュファクチャリング株式会社

908 岡山県 アサヒフォージ株式会社 978 香川県 株式会社森川ゲージ製作所 1048 鹿児島県 株式会社新日本科学

909 岡山県 株式会社旭ポリスライダー 979 愛媛県 株式会社アグサス 1049 鹿児島県 医療法人社団ＳＥＩＳＥＮ清泉クリニック整形外科内科

910 岡山県 エクセルパック・カバヤ株式会社 980 愛媛県 井関農機株式会社 1050 鹿児島県 マルイ食品株式会社
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