
2020.11.19現在

No 会　社　名 都府県 所在地 ホームページ（URL）
1 ＨＫＴ株式会社 神奈川県 　相模原市 http://www.hkt-jp.com/

2 株式会社industria　 埼玉県 入間市 http://www.industria.co.jp/

3 株式会社ＮＭＣ 東京都 　小平市 http://www.kk-nmc.jp

4 株式会社ＯＥＣ　 東京都 新宿区 http://www.oec-ltd.co.jp/

5 ＴＭＣシステム株式会社　 神奈川県 川崎市 http://www.tmcsystem.co.jp/

6 株式会社TSLソリューションズ　 神奈川県 　相模原市 http://www.tsljapan.com/

7 アートビーム有限会社 東京都 八王子市 http://www.artbeam.co.jp/

8 アイフォーコム株式会社　 神奈川県 　相模原市 http://www.iforcom.jp/

9 株式会社アイル 埼玉県 入間市  http://www.i-willeco.co.jp
10 アセック株式会社　 東京都 府中市 http://www.asec-f.co.jp

11 株式会社アドックインターナショナル　 東京都 立川市 http://www.adoc.co.jp/

12 株式会社アプリクス 東京都 八王子市 https://www.applics.co.jp/

13 株式会社網屋　 東京都 中央区 https://www.amiya.co.jp/

14 アリオス株式会社　 東京都 昭島市 http://www.arios.co.jp/

15 石井化学産業株式会社 東京都 八王子市 http://www.is-chemi.co.jp

16 株式会社イシカワ 神奈川県 横浜市 http://www.kk-ishikawa.co.jp

17 石川産業株式会社 東京都 　三鷹市 http://www.ishikawa-sangyo.co.jp

18 株式会社　石垣 香川県 坂出市 http://www.ishigaki.co.jp/

19 株式会社伊東ＮＣ工業　 東京都 武蔵村山市 http://www.ito-nc.com/

20 株式会社ウイング 東京都 武蔵村山市 http://www.wing-tdc.com/index.html
21 株式会社ウドノ医機　 東京都 八王子市 http://www.udono.com/

22 永進テクノ株式会社 神奈川県 　相模原市
23 株式会社エイビット 東京都 八王子市 http://www.abit.co.jp

24 株式会社　永和 東京都 　千代田区
25 株式会社エリオニクス 東京都 八王子市 http://www.elionix.co.jp/

26 株式会社大島椿本舗 東京都 八王子市 http://www.oshimatsubaki.co.jp/index.html
27 オックスジャッキ株式会社 東京都 中央区 http://www.oxjack.co.jp/

28 株式会社　鬼塚硝子 東京都 青梅市 http://www.onizca.co.jp/

29 オリエント技研株式会社 東京都 八王子市
http://www.b-planning.com/wp/wp-
content/uploads/2018/02/BP_WEB_p

resen2018v1.pdf
30 オリオン機械工業株式会社　 神奈川県 　相模原市 http://www.orionkkk.co.jp

31 株式会社環境管理センター 東京都 八王子市 http://www.kankyo-kanri.co.jp/

32 株式会社菊池製作所 東京都 八王子市 http://www.kikuchiseisakusho.co.jp

33 木村電子工業株式会社　 東京都 昭島市 http://www.kimura-ei.co.jp/

34 株式会社キャロットシステムズ　 神奈川県 　相模原市 http://www.carrotsys.co.jp/

35 ケーアイ・インテック株式会社 千葉県 市原市
36 旭栄研磨加工株式会社 東京都 　東久留米市 http://www.kyokuei-kenma.co.jp

37 ケミコン精機株式会社 東京都 青梅市 http://www.chemi-con.co.jp/company/CSK/index.html

38 交通システム電機株式会社 東京都 　新宿区 http://www.tsec.co.jp/

39 国際ソフトウェア株式会社 東京都 府中市 http://www.ksw.co.jp/

40 国際通信企画株式会社　 神奈川県 横浜市 http://www.igrp.co.jp/icp/

41 株式会社コスモ計器　 東京都 八王子市 http://www.cosmo-k.co.jp/

42 株式会社壽屋 東京都 　立川市 http://www.kotobukiya.co.jp/

43 株式会社コバヤシ精密工業　 神奈川県 相模原市 www.kobasei.com/

44 三光機械株式会社 神奈川県 　相模原市 http://www.sanko-kikai.co.jp/

45 システム・インスツルメンツ株式会社 東京都 八王子市 http://www.sic-tky.com/

46 シチズンファインデバイス株式会社　 山梨県 富士河口湖町 http://cfd.citizen.co.jp/

47 市町村土木計画有限会社 東京都 　日野市
48 ジャスコエンジニアリング株式会社　 東京都 八王子市 http://www.jasco.co.jp/jasco-eng/

49 蛇の目ミシン工業株式会社 東京都 八王子市 http://www.janome.co.jp/

50 昭洋工業株式会社 東京都 　青梅市 http://www.shoyo-ind.co.jp/

51 株式会社昭和真空 神奈川県 　相模原市 http://www.showashinku.co.jp

52 有限会社スズキ事業所 東京都 　八王子市 http://spc.gooside.com/

53 スタック電子株式会社　 東京都 昭島市 http://stack-elec.co.jp/

54 スリーボンド株式会社 神奈川県 　相模原市 http://www.threebond.co.jp

55 関口電気株式会社　 東京都 八王子市 http://www.sekiguchidenki.co.jp/

56 綜合電子株式会社 東京都 　多摩市 http://www.sogoel.co.jp/

57 第一化成株式会社 東京都 八王子市 http://www.dkktokyo.co.jp/

58 大英エレクトロニクス株式会社　 東京都 八王子市 http://www.daiei-e.jp

59 株式会社　大基 東京都 八王子市
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60 泰興物産株式会社 東京都 　立川市 http://www.tycoh.co.jp/

61 大信工業株式会社 東京都 八王子市 http://www.daishin-kogyo.co.jp/

62 タキカワエンジニアリング株式会社 東京都 八王子市 http://www.takikawa-eng.co.jp/

63 株式会社田原電機製作所　 東京都 府中市 http://www.tahara.co.jp/?page_id=6

64 壷坂電機株式会社　 東京都 八王子市 http://www.tsubosaka.co.jp

65 株式会社ティ・アイ・ディ 東京都 　中央区 https://www.tid.co.jp

66 株式会社ティ－ディ－ワイ 神奈川県 　茅ヶ崎市 http://www.tdy.co.jp/profile.html

67 株式会社テクノメイト　 東京都 八王子市 http://www.technomate.co.jp/outline.html

68 東京インキ株式会社 埼玉県 　さいたま市 http://tokyoink.co.jp/corporate/index.html

69 東フロコーポレーション株式会社　 東京都 日野市 http://www.tofco.jp/

70 株式会社トライヤーン 東京都 東大和市 http://www.try-yn.co.jp/

71 日研エレクトロン株式会社 東京都 　府中市 http://nikken-electron.jp/

72 日新技研株式会社 埼玉県 入間市 http://www.nissin-giken.co.jp

73 日新電子工業株式会社 東京都 八王子市 http://www.nissin-elc.co.jp/

74 株式会社ニッセー　 山梨県 大月市 http://www.nisseiweb.co.jp/

75 日東電工株式会社　関東事業所 埼玉県 深谷市 https://www.nitto.com/jp/ja/

76 日本電子テクニクス株式会社 東京都 　青梅市 https://www.jeol.co.jp/corporate/outline/domestic_relative/tec01.html

77 日本表面化学株式会社 神奈川県 　茅ヶ崎市 https://www.jasco-kk.co.jp/

78 一般財団法人日本品質保証機構　 東京都 八王子市 http://www.jqa.jp/index.html

79 日本分光株式会社 東京都 八王子市 http://www.jasco.co.jp

80 日本分析工業株式会社 東京都 　瑞穂町 http://www.jai.co.jp

81 株式会社ニレコ 東京都 八王子市 http://www.nireco.co.jp

82 株式会社ハイメックス 東京都 　東久留米市 http://www.himecs.com/

83 株式会社白辰化学研究所 東京都 八王子市 http://www.hakushin.biz-web.jp/

84 八田国際特許業務法人 東京都 　千代田区 http://www.hatpat.jp/

85 バロン電子株式会社 東京都 　豊島区 http://www.baron-ec.com/

86 合同会社微細加工研究所 東京都 　八王子市 http://mf-laboratory.com/mflab.html

87 株式会社　ヒダン 東京都 　墨田区 http://hidan.co.jp/

88 フューテックス株式会社 東京都 　昭島市 http://www.futex.jp/

89 武陽ガス株式会社 東京都 　福生市 http://www.buyo-gas.co.jp/

90 マイクロテック・ラボラトリー株式会社 神奈川県 　相模原市 http://mtl.co.jp

91 三喜電機株式会社 東京都 八王子市 http://www.mikielectric.co.jp/

92 三國機械工業株式会社 東京都 　墨田区 http://www.mikunikikai.jp/

93 株式会社ミマキエンジニアリング 長野県 　東御市 http://japan.mimaki.com/

94 武蔵野電子機器株式会社　 東京都 八王子市 http://www.musashino-ee.com/

95 株式会社ムーンスター　 福岡県 久留米市
96 株式会社ヤシマ　 東京都 府中市
97 株式会ヤマテック　 東京都 瑞穂町 http://www.yama-tech.com/

98 ユーキャン株式会社 東京都 八王子市 http://www.ucan.co.jp

99 株式会社友伸エンジニアリング 東京都 　府中市 http://www.yushin.co.jp/index.html

100 株式会社ユニフローズ 東京都 　あきる野市 http://www.uniflows.co.jp/uniflowswp/

101 吉増製作所株式会社 東京都 　あきる野市 http://www.yoshimasu.com/

102 リブト株式会社　 東京都 八王子市 http://livet.jp/index.html
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