
建設業 日本パーカライジング㈱ ㈱大川電機製作所 ㈱ヒラノテクシード

ＪＦＥエンジニアリング㈱ 日本ペイント㈱ ㈱ノーリツ ㈱前川製作所

旭化成ホームズ㈱ 日本ペイント・インダストリアルコーティングス㈱ ㈱フジクラ ㈱丸山製作所

栗原工業㈱ 日本ペイント・サーフケミカルズ㈱ 金属製品 電気機器

㈱神鋼エンジニアリング＆メンテナンス 日本ペイントホールディングス㈱ 岡部㈱ ＴＤＫ㈱

積水ハウス㈱ 日立化成㈱ 京都機械工具㈱ アズビル㈱

大成建設㈱ 富士フイルム㈱ 三協立山㈱ アルパイン㈱

大和ハウス工業㈱ 三井化学㈱ 昭和鉄工㈱ アルバック東北㈱

中外炉工業㈱ 三井化学ファイン㈱ 中央発條㈱ ウシオ電機㈱

㈱中部プラントサービス 三菱化学㈱ 中央ビルト工業㈱ 池上通信機㈱

帝人エンジニアリング㈱ 三菱化学テクノリサーチ㈱ ㈱日本ネットワークサポート エスペック㈱

トヨタホーム㈱ 三菱樹脂㈱ リンナイ㈱ ＬＧディスプレイジャパン㈱

西松建設㈱ 三菱レイヨン㈱ ㈱ＬＩＸＩＬ エレコム㈱

ミサワホーム㈱ ロックペイント㈱ 機械 沖電気工業㈱

㈱安藤・間 ㈱ＡＤＥＫＡ ＡＢＢ㈱ オムロン㈱

㈱大林組 ㈱クラレ ＣＫＤ㈱ オムロンヘルスケア㈱

㈱九電工 ㈱三菱化学科学技術研究センター ＪＵＫＩ㈱ キヤノン㈱

㈱竹中工務店 ㈱三菱ケミカルホールディングス アマノ㈱ 京セラ㈱

繊維製品 医薬品・医療機器 王子エンジニアリング㈱ コニカミノルタ㈱

芦森工業㈱ アステラス製薬㈱ オリエンタルチエン工業㈱ 山洋電気㈱

東洋紡㈱ 京セラメディカル㈱ グローリー㈱ シャープ㈱

東レ㈱ ㈱グッドマン コベルコ建機㈱ シンフォニアテクノロジー㈱

印刷 小林製薬㈱ サンデンホールディングス㈱ ソニー㈱

大日本印刷㈱ 東芝メディカルシステムズ㈱ ジェイテクト㈱ 太陽誘電㈱

凸版印刷㈱ 東レ・メディカル㈱ シャープマニファクチャリング㈱ 千代田インテグレ㈱

パルプ・紙 パラマウントベッド㈱ 住友重機械工業㈱ ㈱デジタル

日本製紙㈱ 久光製薬㈱ 住友精密工業㈱ 東洋電機製造㈱

化学 石油・石炭製品 ダイオーエンジニアリング㈱ 日本航空電子工業㈱

ＤＩＣ㈱ 出光興産㈱ ダイキン工業㈱ 日本精機㈱

ＨＯＹＡ㈱ ㈱ミツウロコ 高松機械工業㈱ 日本電産㈱

ＪＳＲ㈱ ユシロ化学工業㈱ トーヨーエイテック㈱ 日本電子㈱

旭化成㈱ ゴム製品 トーヨーカネツ㈱ ハイアールアジアＲ＆Ｄ㈱

㈱イノアックコーポレーション 住友理工㈱ 東芝機械㈱ パイオニア㈱

宇部興産㈱ 西川ゴム工業㈱ 東レエンジニアリング㈱ パナソニック㈱

大倉工業㈱ バンドー化学㈱ ナブテスコ㈱ パナソニックエクセルプロダクツ㈱

花王㈱ 横浜ゴム㈱ 日本金銭機械㈱ 日立マクセル㈱

川口化学工業㈱ ガラス・土石製品 ㈱日本製鋼所 ㈱平山製作所

クボタシーアイ㈱ ＡＧＣセラミックス㈱ 日本ムーグ㈱ 富士ゼロックス㈱

堺化学工業㈱ ＴＯＴＯ㈱ ビアメカニクス㈱ 富士通テン㈱

サカタインクス㈱ 旭硝子㈱ 日立造船㈱ 富士電機㈱

サンスター㈱ クレトイシ㈱ ボッシュ・レックスロス㈱ 古野電気㈱

四国化成工業㈱ ニチアス㈱ ㈱マキタ ホシザキ㈱

昭和電工㈱ 日本ガイシ㈱ 三菱重工業㈱ マブチモーター㈱

信越化学工業㈱ 日本電気硝子㈱ 村田機械㈱ 三菱電機㈱

住友化学㈱ 美濃窯業㈱ ヤマザキマザック㈱ 村田製作所㈱

スリーエムジャパン㈱ 鉄鋼 ヤンマーホールディングス㈱ ヤンマーエネルギーシステム㈱

積水化学工業㈱ ＪＦＥスチール㈱ ㈱ユーシン精機 横河電機㈱

積水樹脂㈱ ＪＦＥホールディングス㈱ ㈱ＩＨＩ ローム㈱

積水成型工業㈱ 愛知製鋼㈱ ㈱アーステクニカ ㈱ＪＶＣケンウッド

積水ポリマテック㈱ 東京製鐵㈱ ㈱アマダ ㈱ＬＧホールディングス

デンカ㈱ 日立金属㈱ ㈱エイチアンドエフ ㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス

東京インキ㈱ 非鉄金属 ㈱荏原製作所 ㈱アルバック
東京応化工業㈱ 大羽精研㈱ ㈱クボタ ㈱サムスン日本研究所
㈱トクヤマ 神鋼ノース㈱ ㈱小松製作所 ㈱三社電機製作所
日東電工㈱ 住友電気工業㈱ ㈱スギノマシン ㈱東芝
日本化学工業㈱ 古河機械金属㈱ ㈱ソディック ㈱日立製作所
日本合成化学工業㈱ 古河電気工業㈱ ㈱滝澤鉄工所 ㈱日立産業制御ソリューションズ

三菱マテリアル㈱ ㈱タクマ ㈱日立ビルシステム
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㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン ㈱タムロン 岡谷鋼機北海道㈱

㈱安川電機 東京エレクトロン東北㈱ 加賀電子㈱

輸送用機器 メディキット㈱ 加藤産業㈱

ＮＯＫ㈱ ㈱島津製作所 ㈱カナデン

ＵＤトラックス㈱ ㈱タニタ 極東貿易㈱

愛三工業㈱ ㈱ニコン 小池産業㈱

アイシン・エーアイ㈱ ㈱ニコン・トリンブル コンドーテック㈱

アイシン・エィ・ダブリュ㈱ ㈱リコー 三信電気㈱

アイシン精機㈱ レーザーテック㈱ シナネン㈱

アイシン東北㈱ 電子部品製造販売 昭和興産㈱

㈱青山製作所 旭化成エレクトロニクス㈱ 双日㈱

河西工業㈱ その他 双日エアロスペース㈱

川崎重工業㈱ ㈱アシックス 双日ジーエムシー㈱

近畿車輛㈱ ㈱カタログハウス 蝶理㈱

小島プレス工業㈱ 西部ガス㈱ ㈱テクノアソシエ

コンチネンタル・オートモーティブ㈱ ㈱そごう・西武　法人外商部 東京エレクトロンデバイス㈱

ジャトコ㈱ ㈱日本技術センター 東北化学薬品㈱

シロキ工業㈱ 日本写真印刷㈱ 豊田通商㈱

スズキ㈱ ㈱富士フィルムメディアクレスト 長瀬産業㈱

ダイキョーニシカワ㈱ ミズノ㈱ 日昌㈱

ダイハツ工業㈱ ミドリ安全㈱ 日鉄住金物産㈱

太平洋工業㈱ ㈱モルテン ㈱ＰＡＬＴＥＫ

大豊工業㈱ リンテック㈱ 萩原電気㈱

タカタ㈱ エネルギー 福西電機㈱

㈱竹内製作所 ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱ 古河産業㈱

中央精機㈱ 電気・ガス業 丸文㈱

中庸スプリング㈱ 大阪ガス㈱ 丸紅㈱

津田工業㈱ 関西電力㈱ 三井物産㈱

ツネイシホールディングス㈱ 中部電力㈱ 三菱電線工業販売㈱

豊田合成㈱ 東京電力ホールディングス㈱ 明治電機工業㈱

トヨタ自動車㈱ 陸運業 ユアサ商事㈱

トヨタ自動車九州㈱ 東海旅客鉄道㈱ ㈱Ｌｏｏｏｐ

トヨタ車体㈱ 東日本旅客鉄道㈱ 不動産業

トヨタ紡織㈱ 倉庫・運輸関連業 近鉄不動産㈱

日産自動車㈱ 古河物流㈱ 三菱地所㈱

日本ガスケット㈱ ヤマトグローバルロジスティクスジャパン㈱ サービス業

日野自動車㈱ 情報・通信業 沖エンジニアリング㈱

富士重工業㈱ ㈱エヌ・ティ・ティ・データ ㈱サニックス

マツダ㈱ ㈱ＯＤＫソリューションズ ㈱三機サービス

三菱自動車㈱ ＫＤＤＩ㈱ 日鉄住金テクノロジー㈱

三菱ふそうトラック・バス㈱ 西日本電信電話㈱ ㈱乃村工藝社

矢崎総業㈱ ㈱日立システムズフィールドサービス 食料品

ヤマハ発動機㈱ 富士通㈱ キッコーマン㈱

㈱エクセディ ソフトバンク㈱ キリン㈱

㈱デンソー 卸売業 日本たばこ産業㈱

㈱東海理化電機製作所 ＣＢＣ㈱ ハウス食品グループ本社㈱

㈱東郷製作所 ＪＦＥ商事エレクトロニクス㈱ 研究開発

㈱豊田自動織機 旭日産業㈱ （独）産業技術総合研究所

㈱本田技術研究所 アルコニックス㈱ （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構

㈱ミツバ アルテック㈱ ㈱エア・リキード・ラボラトリーズ

㈱モリタ イツワ商事㈱ ㈱日本自動車部品総合研究所

㈱和田製作所 伊藤忠エネクス㈱ 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

精密機器 伊藤忠建機㈱ 国立研究開発法人科学技術振興機構

愛知時計電機㈱ 因幡電機産業㈱ 国立研究開発法人国立環境研究所

㈱沖データ 稲畑産業㈱
オリンパス㈱ 岩谷産業㈱
キヤノンプレシジョン㈱ エレマテック㈱
白河オリンパス㈱
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