
あ

（株）アイエイアイ 軸・直交ロボット

（株）ＩＨＩ コンプレッサー・給油機

アイコクアルファ（株） 無重力クレーン

（株）相澤鐵工所 剪断機・プレスブレーキ

アイダエンジニアリング（株） 機械プレス

アイセル（株） 各種カップリング

各種センサー

マグネットリレー・制御リレー

モーター・ギヤードモーター

変・減速機・標準歯車

電動送排風機

集塵機・クリーナー

アサイ産業（株） 機械プレス・油圧プレス

万力・プーラー・クランプ・シャコ万

スパナ・メガネレンチ

六角棒レンチ・ドライバー・ビット

（株）アステック 放電・電解加工機

アズビル（株） 各種センサー・温調機器・表示器

アズビルＴＡＣＯ（株） 空圧機器全般

アネスト岩田（株） 塗装機・コンプレッサー

アプライドパワージャパン（株） 超高圧機器

機械プレス・ベンディングマシン

剪断機

（株）アマダマシンツール 旋盤

アマノ（株） 集塵機・クリーナー

（株）新井製作所 モーターローラー

ダイヤモンド・ＣＢＮツール

砥石

有光工業（株） 洗浄機

（株）アルテコ 接着剤

（株）アルプスツール ＭＣ・フライス用ツール

い

イーグル・クランプ（株） 吊具

研削盤・工具研削盤

各種棚類・立体自動倉庫

イスカルジャパン（株） 超硬製品

（株）市川製作所 研削盤

（株）イチネンケミカルズ 潤滑剤・油脂類

伊東電機（株） モーターローラー

（株）イトーキ 事務機器

（株）稲葉製作所 プレハブ・パーテーション

イハラサイエンス（株） 高圧継手

イビデングラファイト（株） 放電電極材

クランプ類・システム治具

ミーリングバイス・ハンドル

アルミフレーム

（株）岩田製作所 セットカラー・ファインシム・トリム

（株）インフィニティソリューションズ ＣＡＤ／ＣＡＭ

う

Ｗｅｌｌｅｒ（ウェラ） はんだ・はんだゴテ・はんだ槽

浦和工業（株） 金型研磨装置

エアードライバー

エアーグラインダー

え

（株）エイエスケイ 直動ベアリング・ボールネジ

エィテーケィタカシノ（株） エジェクターピン・ガイドピン

（株）エー・アンド・デイ 電子天秤・カウンティングスケール

（株）エイト 六角棒レンチ

（株）飯田鐵工所

（株）アライドマテリアル

ＩＤＥＣ（株）

青木精密工業（株）

瓜生製作（株）

（株）イマオコーポレーション

（株）アマダ

旭金属工業 （株）

（株）赤松電機製作所

http://www.iai-robot.co.jp/
http://www.ihi.co.jp/
http://www.aikoku.co.jp/
http://www.aaa-aizawa.co.jp/
http://www.aida.co.jp/
http://www.isel.jp/
http://jp.idec.com/ja/top
http://www.e-aoki.co.jp/
http://www.akamatsudenki.co.jp/
http://www.asai-corp.co.jp/
http://www.asahi-tool.co.jp/
http://www.astec-edm.co.jp/
http://www.azbil.com/jp/
http://atc.azbil.com/
http://www.anest-iwata.co.jp/
http://www.amada.co.jp/
http://www.amano.co.jp/
http://www.araipres.co.jp/
http://www.allied-material.co.jp/
http://www.arimitsu.co.jp/
http://www.alteco.co.jp/
http://www.alpstool.co.jp/
http://www.eagleclamp.co.jp/
http://iidatekkou.ec-net.jp/
http://www.iscar.co.jp/
http://www.ichikawa-grinder.co.jp/
http://www.itohdenki.co.jp/
http://www.itoki.jp/
http://www.inaba-ss.co.jp/
http://www.ihara-sc.co.jp/
http://www.imao.co.jp/
http://www.iwata-fa.jp/
http://www.infinitysolutions.co.jp/
http://www.urawa.co.jp/
http://www.uryu.co.jp/
http://www.askltd.co.jp/
http://www.takashino.co.jp/top.html
http://www.aandd.co.jp/
http://www.eight-tool.co.jp/
https://www.ichinen-chem.co.jp/


え ＡＳＫ（株） 圧力計・温度計

ＡＰＣエアロスペシャルティ（株） 放電・電解加工機

エクセン（株） 産業用振動機

（株）エグロ 旋盤・卓上旋盤

空気清浄機器・油圧シリンダー

空圧機器全般・真空関係

チューブ・継手・ミニハンド

ショックアブソーバー

ＳＰＳアンブラコ（株） ボルト・ナット・キャップスクリュー

エニダイン（株） ショックアブソーバー

エヌアイシ・オートテック（株） アルミフレーム

ＮＯＫ（株） オイルシール・Ｏリング

自動化ユニット・ミニハンド

ベルトコンベア

（株）ｎｊｉ クランプ類・システム治具

エヌティーツール（株） ＭＣ・フライス用ツール

ベアリング・ピローブロック

パーツフィーダー

エヌデーシー（株） 無給油軸受

粉末成形用プレスシステム

油圧システム･油圧機器

（株）荏原製作所 電動送排風機

ＦＹＨ（株） ベアリング・ピローブロック

（株）ＭＳＴコーポレーション ＭＣ・フライス用ツール

（株）エレニックス 放電・電解加工機

エレマテック（株） はんだ・はんだゴテ・はんだ槽

エンシュウ（株） マシニングセンター

遠藤工業（株） スプリングバランサー

（株）エンジニア 作業工具

お

カムスライダー・ウェアプレート

無給油軸受

直動ベアリング・ボールネジ

近江精機（株） ドライバー・ビット

超硬製品・ドリル・ネジゲージ

HSSカッター・エンドミル

タップ・ダイス・圧造工具

ドリル研削盤

オーエスジーコーティングサービス（株） コーティング処理

オーエッチ工業（株） 各種ハンマー

旋盤・マシニングセンター

中ぐり盤・研削盤

ローラーコンベア

ベルトコンベア・モーターローラー

ＯＫＫ（株）（大阪機工） フライス盤

大阪角田興業（株） 万力・プーラー・クランプ・シャコ万

（株）大阪ジャッキ製作所 超高圧機器

大阪製罐（株） キャビネット

（株）大阪タイユー 手押台車

大阪電具（株） 電設資材

（株）大崎電業社 電磁クラッチ

大鳥機工（株） フライス盤

オーナンバ（株） 電線

大西測定工具製作所 定盤

（株）大菱計器製作所 定盤

オーム電機（株） 電設資材

岡崎精工（株） ＨＳＳカッター・エンドミル

（株）小笠原プレシジョンラボラトリー ホブ・ブローチ

（株）岡部工具製作所 センタードリル

ＮＴＮ（株）

エヌピーエーシステム㈱

オーエスジー（株）

オークマ（株）

ＳＭＣ（株）

オイレス工業（株）

ＮＫＥ（株）

オークラ輸送機（株）

http://www.ask-co.com/
http://www.apc-aero.co.jp/
http://www.exen.co.jp/
http://www.eguro.co.jp/
http://www.smcworld.com/
http://www.enidine.co.jp/
http://www.nic-inc.co.jp/
http://www.nok.co.jp/
http://www.nke.co.jp/
http://www.nttool.com/
http://www.ntn.co.jp/
http://www.ndc-sales.co.jp/
https://www.npasystem.co.jp/
http://www.ebara.co.jp/
https://www.fyh.co.jp/
http://www.mst-corp.co.jp/
http://www.elenix.co.jp/
http://www.elematec.com/
http://www.endo-kogyo.co.jp/
http://www.oiles.co.jp/
http://www.ohmiseiki.co.jp/
http://www.osg.co.jp/
http://www.e-ocs.com/top.html
http://www.ohnet.co.jp./
http://www.okuma.co.jp/
http://www.okurayusoki.co.jp/
http://www.okk.co.jp/
http://clamp-kakuta.com/
http://www.osaka-jack.co.jp/
http://www.osaka-seikan.co.jp/
http://www.osaka-taiyu.co.jp/
http://www.osaka-dengu.co.jp/
http://www.osaki-ew.co.jp/
http://www.ohtori-kiko.co.jp/
http://www.onamba.co.jp/
http://www.oss-ohnishi.com/
http://www.obishi.co.jp/
http://www.ohm.jp/
http://www.okazaki-seiko.co.jp/
http://www.ogswr-pl.co.jp/web/


お （株）岡本工機 車輪

（株）岡本工作機械製作所 研削盤

沖電線（株） ワイヤーカット用ワイヤー

電磁クラッチ

集塵機・クリーナー

（株）尾崎製作所(ピーコック) ダイヤルゲージ

オザック精工（株） 直動ベアリング・ボールネジ

（株）忍足研究所 電気加工機用フィルター

（株）オジマ カムスライダー・ウェアプレート

オヂヤセイキ（株） ネジゲージ

オプテックス・エフエー（株） 各種センサー

（株）オプトン ベンディングマシン

各種センサー・表示器

マグネットリレー・制御リレー

プログラマブルコントローラー

サーボ・ステッピングモーター

温調機器・画像処理装置

オリエンタルチエン工業（株） チェン・スプロケット

小型モーター

サーボ・ステッピングモーター

空気清浄機器・真空ポンプ・業務用暖房機

チラー・空圧機器

オリンパス（株） 光学測定器

オルガノ（株） イオン交換樹脂

か

（株）カーボーイ 安全靴・手袋・対策品

カールツァイス（株） 三次元測定機

（株）カイジョー 洗浄機

加賀工業（株） チェン・スプロケット

（株）カシフジ 歯切盤・歯車仕上げ機械

片倉工業（株） 洗浄機・浮上油回収装置

片山チエン（株） チェン・スプロケット

カツヤマキカイ（株）（チルコーポレーション） 手動・電動ウインチ

カトウ工機（株） ＭＣ・フライス用ツール

電磁チャック・マグネット工具

磁気ボール盤

カブト工業（株） 回転センター

（株）鎌倉製作所 エアーカーテン・ルーフファン

加茂精工（株） 変・減速機

ＫＹＢ（株） ショックアブソーバー

川崎重工業（株） 産業用ロボット

川崎油工（株） 油圧プレス

（株）河原 テーブルリフター

河村電器産業（株） 電設資材

関東精機（株） 自動化ユニット

（株）カントー ハンドパレットトラック・ハンドリフト

き

北井産業（株） 歯切盤・歯車仕上げ機械

北川精機（株） テーブルリフター

インデックス・サーキュラテーブル

旋盤用チャック・ミーリングバイス

卓上ボール盤

キタムラ機械（株） マシニングセンター

（株）キトー クレーン・揚重機・無重力クレーン

岐阜産研工業（株） 車輪

岐阜プラスチック工業（株）（リス） パレット類・プラスチックコンテナー

キヤノン（株） ＯＡ

キャムタス（株） ＣＡＤ／ＣＡＭ

協育歯車工業（株） 標準歯車

オリエンタルモーター（株）

オリオン機械（株）

カネテック（株）

小倉クラッチ（株）

オムロン（株）

（株）北川鉄工所

http://www.okamotokoki.co.jp/
http://www.okamoto.co.jp/
http://www.okidensen.co.jp/jp/index.html
http://www.oguraclutch.co.jp/
http://www.peacockozaki.jp/
http://www.ozak.co.jp/
http://www.oshitari.co.jp/
http://www.kk-ojima.com/
http://www.ojiyas.co.jp/
http://www.optex-fa.jp/
http://www.opton.co.jp/
http://www.omron.co.jp/
http://www.ocm.co.jp/
http://www.orientalmotor.co.jp/
http://www.orionkikai.co.jp/
http://www.olympus.co.jp/
http://www.organo.co.jp/
http://www.car-boy.co.jp/
http://www.zeiss.co.jp/
http://www.kaijo.co.jp/
http://www.kcm.co.jp/
http://www.kashifuji.co.jp/
http://www.katakura.co.jp/
http://www.kana.co.jp/
http://www.tircorp.co.jp/
http://www.kato-koki.com/
http://www.kanetec.co.jp/
http://www.kabuto-mfg.co.jp/
http://www.kamakura-ss.co.jp/
http://www.kamo.co.jp/japan/
http://www.kyb.co.jp/
http://www.khi.co.jp/
http://www.khm.co.jp/
http://www.kawahara.com/
http://www.kawamura.co.jp/
http://www.kantoseiki.co.jp/
http://k-kantoh.co.jp/
http://kitaisangyo.jp/
http://www.kitagawaseiki.co.jp/index.html
http://www.kiw.co.jp/
http://www.kitamura-machinery.co.jp/
http://www.kito.co.jp/
http://www.gifusanken.com/
https://www.risu.co.jp/
http://www.camtus.co.jp/
http://www.kggear.co.jp/


き （株）協和製作所 モーターローター

京セラ（株） 超硬製品・ダイヤモンド・ＣＢＮツール

スパナ・メガネレンチ

モンキー・プライヤー・パイプレンチ

(有)協立アスリック ＣＡＤ／ＣＡＭ

共立精機（株） ＭＣ・フライス用ツール

共立機巧（株） 薬注ポンプ・ハンディポンプ

協和工業（株） 各種カップリング

（株）極東製作所 ボルト・ナット・キャップスクリュー

卓上ボール盤・タッピングマシン

自動化ユニット・ボール盤

（株）紀和マシナリー マシニングセンター・ボール盤

く （株）近畿製作所 塗装機

グーリングジャパン（株） ドリル

（株）クボタ 電子天秤・カウンティングスケール

マシニングセンター

中ぐり盤

倉茂電工（株） 電線

グラコ（株） 塗装機

（株）栗田製作所 給油機

クレトイシ（株） 砥石

ブロックゲージ・ネジゲージ・金型

直動ベアリング・ボールネジ

空圧機器全般

け （株）群協製作所 継手

京葉ベンド（株） ベンディングマシン

ケーエス産業（株） スプリング

こ ケルヒャージャパン（株） 集塵機・クリーナー

（株）工進精工所 油圧機器全般

光洋機械産業（株） ベルトコンベア

（株）光陽社 研磨布・研磨ベルト

（株）コーヨー チューブ・継手

空圧機器全般・真空関係

チューブ・継手・軸・直交ロボット

ショックアブソーバー・ミニハンド

コクヨ（株） 事務機器

（株）小坂研究所 表面粗さ計

（株）コスメック クランプ類・システム治具

コダマコーポレーション（株） ＣＡＤ／ＣＡＭ

コニカミノルタ（株） 圧力計・温度計

（株）小西製作所 ハンドル

（株）コノエ ボルト・ナット・キャップスクリュー

小林鉄工（株） 旋盤用チャック

小原歯車工業（株）（ＫＨＫ） 標準歯車

コベルコ・コンプレッサ（株） コンプレッサー

コマツ産機（株） 機械プレス・剪断機

コマツＮＴＣ（株） 研削盤

小松電機産業（株） エアーカーテン・ルーフファン

コマニー（株） プレハブ・パーテーション

コレック（株） フォークリフト

（株）コロナ 石油ストーブ・温風暖房機

（株）コンドウ 研削盤

さ （株）近藤製作所 ミニハンド・産業用ロボット

蔵王産業（株） 集塵機・クリーナー

（株）酒井製作所 各種カップリング・変・減速機

倉敷機械（株）

クロダニューマティクス（株）

（株）コガネイ

京都機械工具（株）(ＫＴＣ)

（株）キラ・コーポレーション

http://www.kyowa-mfg.co.jp/
http://www.kyocera.co.jp/
http://ktc.jp/
http://www.athlic.co.jp/
http://www.kyoritsu-seiki.co.jp/
http://www.kyoritsukiko.co.jp/
http://www.kyowa-uj.com/
http://www.kyokuto-jp.com/
http://www.kiracorp.co.jp/
http://www.kiwa-mc.co.jp/
http://www.kinki-seisakusho.co.jp/
http://www.guhring.co.jp/
http://www.kubota.co.jp/
http://www.kuraki.co.jp/
http://www.kuramo.co.jp/
http://graco.co.jp/
http://www.cup-kurita.co.jp/
http://www.kgw.co.jp/
http://www.parkerkuroda.com/japan/
http://www.gunkyo.co.jp/
http://www.keiyo-bend.co.jp/
http://www.kssc.co.jp/
http://www.kaercher.com/jp/
http://www.koshin-s.co.jp/
http://www.kyc.co.jp/
http://www.koyo-sha.co.jp/
http://www.tsugite.com/
http://www.koganei.co.jp/
http://www.kokuyo.co.jp/
http://www.kosakalab.co.jp/
http://www.kosmek.co.jp/
http://www.kodamacorp.co.jp/
http://konicaminolta.jp/
http://konishi-mfg.com/
http://www.konoe.co.jp/
http://www.chuck.co.jp/
http://www.khkgears.co.jp/
http://kobelco-comp.co.jp/
http://sanki.komatsu/
http://www.komatsuelec.co.jp/
http://www.comany.co.jp/
http://www.kolec.co.jp/
http://www.corona.co.jp/
http://www.gr-kondo.co.jp/
http://www.konsei.co.jp/
http://www.zaohnet.co.jp/
http://www.sakai-mfg.com/


さ （株）サカエ 各種棚類・キャビネット

（株）阪上製作所 オイルシール・Ｏリング

坂口電熱（株） 金型温調ヒーター

サンエイ（株） ベルトコンベア

三機工業（株） ローラーコンベア・ベルトコンベア

三起精工（株） 油圧プレス

カムスライダー・ウェアプレート

無給油軸受

（株）三共製作所 インデックステーブル

（株）三協リール コードリール

三共理化学（株） 研磨布・研磨ベルト

三惠機械（株） 油圧プレス

三甲（株） パレット類・プラスチックコンテナー

ＨＳＳカッター・エンドミル

チェン･スプロケット

（株）三條機械製作所 その他工作機械

三進金属工業（株） 各種棚類・立体自動倉庫

サンドビック（株） 超硬製品

（株）三洋製作所(中根) 回転センター

小型モーター

サーボ・ステッピングモーター

し 三和シャッター工業（株） エアーカーテン・ルーフファン

空圧機器全般・ミニハンド

インデックステーブル

シージーケー（株） ドリル研削盤・小型プレス

ＪＦＥ精密（株） コーティング処理

（株）ジェイテクト ベアリング・ピローブロック

（株）シギヤ精機製作所 研削盤

静岡製機（株） 石油ストーブ・温風暖房機

（株）静岡鐵工所 フライス盤

シチズンファインデバイス（株） ダイヤルゲージ

シチズンマシナリー（株） 旋盤

芝浦エレテック（株） 真空関係

芝浦メカトロニクス（株） 軸・直交ロボット

（株）島津製作所 電子天秤・カウンティングスケール

（株）シモン 安全靴・手袋・対策品

蛇の目ミシン工業（株） サーボプレス　スカラロボット　卓上ロボット

シャープマニファクチャリングシステム（株） 洗浄機

（株）潤工社 チューブ・継手

（株）正和 給油機 

カットグラインダー・切断機

電動送排風機・集塵機・クリーナー

ショーワグローブ（株） 安全靴・手袋・対策品

ジョプラックス（株） チューブ・継手

（株）信栄製作所 特殊製品

シンフォニアテクノロジー（株） 電磁クラッチ・パーツフィーダー

新光電子（株） 電子天秤・カウンティングスケール

新生産業（株） ベルトコンベア

す シンワ測定（株） 直尺・巻尺

集塵機・クリーナー

電動送排風機

スポットエアコン

クランプ類・システム治具

万力・プーラー・クランプ・シャコ万

スパナ・メガネレンチ

スガツネ工業（株） 産機機構部品

杉国工業（株） フォークリフト

三協オイルレス工業（株）

（株）三興製作所

（株）スイデン

（株）スーパーツール

山洋電気（株）

ＣＫＤ（株）

昭和電機（株）

http://www.sts-sakae.co.jp/index.html
http://www.sakagami-ltd.co.jp/
http://www.sakaguchi.com/
http://www.sanki.co.jp/
http://www.sanki-seiko.co.jp/
http://www.sankyo-seisakusho.co.jp/
http://www.sankyoreels.jp/
http://www.sankyorikagaku.co.jp/
http://www.sankei-mac.co.jp/
http://www.sanko-kk.co.jp/
http://www.mssanko.co.jp/
http://www.sanjokikai.co.jp/
http://www.sanshinkinzoku.co.jp/
http://www.sandvik.com/jp
http://www.nakane34.co.jp/
http://www.sanyodenki.co.jp/
http://www.sanwa-ss.co.jp/
http://www.ckd.co.jp/
http://www.cgk-corp.co.jp/
http://www.jfe-seimitsu.co.jp/
http://www.jtekt.co.jp/
http://www.shigiya.co.jp/
http://www.shizuoka-seiki.co.jp/
http://www.shizuokatekko.co.jp/
http://cfd.citizen.co.jp/
http://cmj.citizen.co.jp/
http://www.shibaura.co.jp/eletec/
http://www.shibaura.co.jp/
http://www.shimadzu.co.jp/
http://www.simon.co.jp/
http://www.janome.co.jp/index.html
http://www.sharp.co.jp/sms/
http://www.junkosha.co.jp/
https://www.net-showa.co.jp/
http://www.showadenki.co.jp/
http://www.showaglove.co.jp/
http://www.joplax.co.jp/
http://www.shin-a.co.jp/
http://www.sinfo-t.jp/
http://www.vibra.co.jp/
http://www.sinseisangyo.co.jp/
http://www.shinwasokutei.co.jp/
http://www.suiden.com/
http://www.supertool.co.jp/
https://www.sugatsune.co.jp/
http://www.sugiconet.co.jp/


す （株）スギノマシン 自動化ユニット

ハンドパレットトラック・ハンドリフト

テーブルリフター

鈴木油脂工業（株） 潤滑剤・油脂類

ストラパック（株） 梱包機器

スプレーイングシステムジャパン（株） ノズル

住鉱潤滑剤（株） 潤滑剤・油脂類

変・減速機

モーター・ギヤードモーター

梱包機器・研磨布・研磨ベルト

工業用テープ・接着剤

超硬製品・ダイヤモンド・ＣＢＮツール

金型

住電ファインコンダクタ（株） ワイヤーカット用ワイヤー

（株）スリーボンド 接着剤

せ

成光産業（株） 梱包機器

（株）セイサ 各種カップリング

（株）セイシン企業 粉体機器

積水樹脂（株） 荷役・運搬機械・整理保管機器・梱包機器

プラスチックコンテナー

工業用テープ

セコ・ツールズ・ジャパン（株） 超硬製品

（株）ゼネテック ＣＡＤ／ＣＡＭ

千住金属工業（株） はんだ・はんだゴテ・はんだ槽

セントラルコンベヤー（株） ローラーコンベア

そ

（株）ソディック 放電・電解加工機

（株）ソノテック 金型研磨装置

た

（株）第一測範製作所 電気・空気マイクロ・ネジゲージ

タイガースポリマー（株） ホース・シート・ゴム／樹脂成形品

油圧機器全般・給油機

エアコン・スポットエアコン

ダイジェット工業（株） 超硬製品・金型

大昭和精機（株）(ＢＩＧ) ＭＣ・フライス用ツール

大同化学工業（株） 切削油・作動油

大同工業（株） チェン･スプロケット

ノコ盤・コンターマシン

その他工作機械

大同メタル工業（株） 無給油軸受

ＤＡＩＴＯ販売（株） 焼却炉

（株）ダイフク 各種棚類・立体自動倉庫

（株）ダイヘン 溶接機

（株）タイムケミカル 油脂類

大明精機（株） パーツフィーダー

（株）太洋 ベンディングマシン

大洋ツール（株） ＨＳＳカッター・エンドミル

油圧シリンダー・空圧機器全般

ショックアブソーバー・ミニハンド

高野計器（株）(戸越) カウンター

（株）タカハシキカイ 旋盤

高松機械工業（株） 旋盤・卓上旋盤

（株）滝澤鉄工所 旋盤

タキゲン製造（株） 産機機構部品

タクテックス（株） ＣＡＤ／ＣＡＭ

竹内精工（株） 直動ベアリング・ボールネジ

（株）武田機械 ミーリングバイス

タケダ機械（株） 剪断機

（株）ＴＡＩＹＯ

（株）スギヤス

積水化学工業（株）

ダイキン工業（株）

大東精機（株）

住友重機械工業（株）

スリーエム

住友電気工業（株）

http://www.sugino.com/
http://www.bishamon.co.jp/
http://www.suzukiyushi.co.jp/
http://www.strapack.co.jp/
http://www.spray.co.jp/
http://www.sumico.co.jp/
http://www.shi.co.jp/
http://www.mmm.co.jp/
http://www.sei.co.jp/
http://www.sfc-hp.co.jp/
http://www.threebond.co.jp/
http://www.seikosan.com/
http://www.betterseishin.co.jp/
http://www.sekisuijushi.co.jp/
http://www.sekisui.co.jp/
http://www.secotools.com/jp
http://www.mastercam.co.jp/index.html
http://www.senju-m.co.jp/
http://www.centralcv.co.jp/
http://www.sodick.co.jp/
http://www.sonotec.com/
http://www.issoku.jp/
http://tigers.jp/
http://www.daikin.co.jp/
http://www.dijet.co.jp/
http://www.big-daishowa.co.jp/
http://www.daido-chemical.co.jp/
http://www.did-daido.co.jp/
http://www.daito-seiki.com/
http://www.daidometal.com/
http://www.daito-co.com/
http://www.daifuku.co.jp/
http://www.daihen.co.jp/
http://www.timechemical.co.jp/
http://www.taiyo-bender.co.jp/
http://www.taiyo-tool.co.jp/
http://www.taiyo-ltd.co.jp/
http://www.takanokeiki.co.jp/
http://www.tmwjp.com/
http://www.takamaz.co.jp/
http://www.takisawa.co.jp/
http://www.takigen.co.jp/jp/index.do
http://www.tactx.co.jp/
http://www.tsklmb.com/
http://www.takeda-kikai.co.jp/
http://www.takeda-mc.co.jp/


た （株）タック技研工業 自動化ユニット

竹中電子工業（株） 各種センサー

（株）タテノ 特殊製品

（株）田邊空気機械製作所 洗浄機

（株）田野井製作所 タップ・ダイス・圧造工具

（株）タンガロイ 超硬製品

ち

（株）チップトン その他工作機械

（株）チノー 温調機器

（株）中央製作所 放電・電解加工機

超音波工業（株） 洗浄機

チヨダエンジニアリング（株） エアーホース・カプラ・チューブ・継手

千代田工業（株） ベンディングマシン

つ

司化成工業（株） 梱包機器

旋盤

マシニングセンター

その他工作機械

筑波電器（株） ワイヤーカット用ワイヤー

インデックス・サーキュラテーブル

ミーリングバイス

ノコ盤・コンターマシン

その他工作機械

各種カップリング・モーター・ギヤードモーター

変・減速機・電磁クラッチ

（株）ツバキ・ナカシマ 直動ベアリング・ボールネジ

（株）椿本チエイン チェン・スプロケット

ツバキ山久チエイン（株） チェン・スプロケット

て

デアロイ工業（株） 特殊製品

直動ベアリング・ボールネジ

軸・直交ロボット

（株）ＴＪＭデザイン 直尺・巻尺

ダイヤモンド・ＣＢＮツール・砥石

オフセット砥石・切断砥石

帝国チャック（株） 旋盤用チャック

ティーエスプレシジョン（株） マルチフォーミングプレス

ＤＩＣプラスチック（株） プラスチックコンテナー

旋盤

マシニングセンター

テグテックジャパン（株） 超硬製品

テクノマグネット社 電磁チャック

（株）テクロック ダイヤルゲージ

（株）デジタル 表示器

（株）テック･ヤスダ クランプ類・システム治具

（株）寺内製作所 ローラーコンベア

テラル（株） 電動送排風機

（株）デンソーウェーブ 産業用ロボット

と

東亞合成（株） 接着剤

東海工業（株） 電気加工機用フィルター

東京計器（株） 油圧機器全般

電気・空気マイクロ

三次元測定機・表面粗さ計

（株）東京発条製作所 スプリング

東京貿易テクノシステム（株） 三次元測定機

（株）東芝 モーター・ギヤードモーター

東芝機械（株） 中ぐり盤

（株）ツガミ

ＴＨＫ（株）

（株）テイケン

ＤＭＧ森精機（株）

津田駒工業（株）

津根精機（株）

（株）ツバキＥ＆Ｍ

（株）東京精密

http://www.tacgiken.co.jp/
http://www.takex-elec.co.jp/
http://www.ttn-tateno.co.jp/
http://www.tanacomp.co.jp/
http://www.tanoi-mfg.co.jp/
https://subs.tungaloy.com/jp/
http://www.tipton.co.jp/
http://www.chino.co.jp/
http://www.chuo-seisakusho.co.jp/
http://www.cho-onpa.co.jp/
http://www.chiyoda-pneumatic.co.jp/
http://www.chiyoda-kogyo.co.jp/
http://www.tksc.com/
http://www.tsugami.co.jp/
http://www.nscable.co.jp/tukubadenki/
http://www.tsudakoma.co.jp/
http://www.tsune.co.jp/
http://www.tsubakimoto.jp/tem/
http://www.tsubaki.com/
http://www.tsubakimoto.jp/
http://www.tsubaki-yamakyu.co.jp/
http://www.dialloy.co.jp/index2.html
http://www.thk.com/jp/
http://www.tajimatool.co.jp/
https://www.teiken-corporation.com/
http://www.teikoku-chuck.com/
http://www.tsprecision.co.jp/
http://www.dic-plas.co.jp/
http://www.taegutec.co.jp/
http://www.teclock.co.jp/
http://www.proface.co.jp/
http://www.f-yasuda.co.jp/
http://www.tsconveyor.co.jp/
http://www.teral.net/
http://www.denso-wave.com/
http://www.toagosei.co.jp/
http://www.tokai-filter.co.jp/
http://www.tokyo-keiki.co.jp/
http://www.accretech.jp/
http://www.tohatsu-springs.com/
http://www.tbts.co.jp/
http://www.toshiba.co.jp/
http://www.toshiba-machine.co.jp/


と インバータ

マグネットリレー・制御リレー

（株）東日製作所 トルクレンチ

東邦工機（株）(ヒット) モンキー・プライヤー

（株）東北車輛製造所 車輪

東洋精機工業（株） ボール盤

東レインターナショナル（株） 吊具

トーヨーコーケン（株） 手動・電動ウインチ

トップ工業（株） 万力・プーラー・クランプ・シャコ万

スパナ・メガネレンチ

モンキー・プライヤー

ドライバー・ビット

（株）トプコン 光学測定器

豊興工業（株） 油圧機器全般

（株）豊田自動織機（トヨタＬ＆Ｆ） フォークリフト

（株）トヨックス エアーホース・カプラ

（株）トヨトミ 石油ストーブ・温風暖房機

な

ナイガイ（株） 梱包機器

（株）永瀬工場 車輪

（株）ナガセインテグレックス 研削盤

（株）ナカニシ 金型研磨装置

長野計器（株） 圧力計・温度計

ノギス・マイクロ・ハイトゲージ

トルクレンチ

中村留精密工業（株） 旋盤・マシニングセンター

定盤・クランプ類・システム治具

ミーリングバイス

万力・プーラー・クランプ・シャコ万

（株）ナベル ジャバラ

Ｖプーリー・Ｖベルト

各種カップリング・ハンドル

車輪

手押台車

に

バンドソー・ハクソー

その他工作機械・ノコ盤・コンターマシン

（株）ニコン 光学測定器

日動工業（株） コードリール

（株）ニチフ 電設資材

ニチユ三菱フォークリフト（株） フォークリフト

日機電装（株） サーボ・ステッピングモーター

インデックス・サーキュラテーブル

ＭＣ・フライス用ツール

（株）日本製鋼所(日鋼) 旋盤用チャック

日本ボンコート（株） はんだゴテ・はんだ付け関連機器

（株）ニックス 電設資材

日興製鋼（株） 吊具

（株）ニッコークリエート 洗浄機

（株）ニッサンキコー 梱包機器

（株）日進機械製作所 研削盤

日進工具（株） 超硬製品

（株）ニッセイ モーター・ギヤードモーター

（株）ニッセー その他工作機械

ニッタ（株） チューブ・継手

電動工具・充電工具・電動ドライバー

磁気ボール盤・エアグラインダー

エアーホース・カプラ

日東工業（株） 電設資材

鍋屋バイテック会社

（株）ナンシン

（株）ニコテック

東芝産業機器システム（株）

ＴＯＮＥ（株）

（株）中村製作所(カノン)

（株）ナベヤ

（株）日研工作所

日東工器（株）

http://www.toshiba-tips.co.jp/
http://www.tohnichi.jp/
http://www.hittools.co.jp/
http://www.touhoku-caster.com/
http://www.toyosk.com/
http://www.toray-intl.co.jp/
http://www.toyokoken.co.jp/
http://www.toptools.co.jp/
http://www.tonetool.co.jp/
http://www.topcon.co.jp/
http://www.toyooki.jp/
http://www.toyota-lf.com/index.html?banner_id=yhj6042
http://www.toyox.co.jp/
http://www.toyotomi.jp/
http://www.bandamatic.com/
http://www.nks-nagase.co.jp/
http://www.nagase-i.jp/
http://www.nsk-nakanishi.co.jp/industrial/
http://www.naganokeiki.co.jp/
http://www.bestool-kanon.co.jp/
http://www.nakamura-tome.co.jp/
http://www.nabeya.co.jp/
http://www.bellows.co.jp/
https://www.nbk1560.com/
http://www.nansin.co.jp/
http://www.nccgp.co.jp/
http://www.nichido-ind.co.jp/
http://www.nichifu.co.jp/j/
http://www.nikkidenso.co.jp/
http://www.nikken-kosakusho.co.jp/
http://www.jsw.co.jp/
http://bonkote.co.jp/
http://www.nix.co.jp/
http://www.nikkoseiko.co.jp/
http://www.nikko-create.co.jp/
http://www.nissankiko.co.jp/
http://www.nissin-cg.co.jp/
http://www.ns-tool.com/
http://www.nissei-gtr.co.jp/
http://www.nisseiweb.co.jp/
http://www.nitta.co.jp/
http://www.nitto-kohki.co.jp/
http://www.nito.co.jp/
https://www.nikon.co.jp/


に 日東精工（株） 自動ねじ締機

日東電工（株） 工業用テープ

日本アイ・ティ・エフ（株） コーティング処理

日本エマソン（株）リッジ事業部（リジット） パイプレンチ

日本オイルポンプ（株） トロコイドポンプ

日本オートマチックマシン（株）(ＪＡＭ） ミーリングバイス・小型プレス

日本金型材（株） モールドベース・規格プレート

日本クランツレ（株） 集塵機・クリーナー

日本研紙（株） 研磨布・研磨ベルト

（株）ニホンゲンマ はんだ・はんだゴテ・はんだ槽

日本コーティングセンター（株） コーティング処理

小型モーター

サーボ・ステッピングモーター

インデックス・サーキュラテーブル

回転センター・自動化ユニット

ベアリング・ピローブロック

直動ベアリング・ボールネジ

軸・直交ロボット・インデックステーブル

日本精密機械工作（株） 金型研磨装置

日本セック（株） 表示器

インデックス・サーキュラテーブル

変・減速機

直動ベアリング・ボールネジ

電気・空気マイクロ・ネジゲージ

日本特殊ベアリング（株） 直動ベアリング・ボールネジ

ベアリング・ピローブロック

直動ベアリング・ボールネジ

日本ニューマチック工業（株） インパクトレンチ

（株）日本ピスコ 真空関係・チューブ・継手

日本ベアリング（株）（ＮＢ） 直動ベアリング・ボールネジ

日本ホイスト（株） クレーン・揚重機

日本ユニシス（株） ＣＡＤ／ＣＡＭ

（株）ニューエラー 空気圧シリンダ・ミニハンド

ニューレジストン（株） オフセット砥石・切断砥石

ね

ネグロス電工（株） 電設資材

の

（株）ノダ精工 特殊製品

（株）ノリタケカンパニーリミテド 砥石

（株）ノリタケコーテッドアブレーシブ 研磨布・研磨ベルト

は

パーカー･ハネフィン日本（株） 空気洗浄機器

（株）ハイオス 電動ドライバー

ハイテック精工（株） ベルトコンベア

（株）長谷川鉄工所 変・減速機

パスカル（株） クランプ類・システム治具

（株）八光電機 金型温調ヒーター

（株）パトライト 電設資材・表示器

花岡車輛（株） 手押台車

産業用ロボット

電動ドライバー・溶接機・通信関連

サーボ・ステッピングモーター

インバーター・電動送排風機

エアーカーテン・ルーフファン

小型モーター・エアコン

家電

照明機器・管球

日本精工（株）

日本電産シンポ（株）

日本電産トーソク（株）

日本電産サーボ（株）

日本トムソン（株）

パナソニック（株）

http://www.nittoseiko.co.jp/
http://www.nitto.co.jp/
http://www.nippon-itf.co.jp/index.html
http://www.emerson.co.jp/div/ridge/index.html
http://www.nopgroup.com/
http://www.jam-net.co.jp/
http://www.nikkata.co.jp/
http://www.nippon-kranzle.com/
https://www.mipox.co.jp/
http://www.genma.co.jp/
http://www.jcc-coating.co.jp/
http://www.nidec-servo.com/jp/
http://www.jp.nsk.com/
http://www.h4spindle.com/
http://www.npsec.com/
http://www.nidec-shimpo.co.jp/
http://www.n-s-b.co.jp/
http://www.ikont.co.jp/
http://www.npk.co.jp/
http://www.pisco.co.jp/
http://www.nb-linear.co.jp/
http://www.nipponhoist.co.jp/
http://www.unisys.co.jp/
http://www.newera.co.jp/
http://www.newregiston.co.jp/
http://www.negurosu.co.jp/
http://noda-precision.co.jp/
http://noda-precision.co.jp/
http://noda-precision.co.jp/
http://www.parkerstore.jp/phj/
http://www.hios.com/
http://www.hightech-seiko.co.jp/
http://www.hase-gear.co.jp/
http://www.pascaleng.co.jp/
http://www.hakko.co.jp/
http://www.patlite.co.jp/
http://www.hanaoka-corp.co.jp/
http://www.panasonic.co.jp/
http://sumai.panasonic.jp/lighting/


は 電動工具・充電工具

マグネットリレー・制御リレー

プログラマブルコントローラー

画像処理装置

電設資材・表示器

サーボ・ステッピングモーター

パナソニックデバイスＳＵＮＸ（株） 各種センサー

花園工具（株） ニッパー・ペンチ・エアーニッパー

ハバジット日本（株） コンベアベルト

フライス盤・その他工作機械

歯切盤・歯車仕上げ機械

濱田プレス工藝（株）（メリックス） キャビネット

（株）ハタヤリミテッド コードリール

白光（株） はんだ・はんだゴテ・はんだ槽

パンチ工業（株） ピン・パンチ

パンドウイットコーポレーション日本支社 電設資材

バンドー化学（株） タイミングプーリー・タイミングベルト・コンベアベルト

ハンマーキャスター（株） 車輪

（株）ハーモニック・ドライブ・システム ハーモニックドライブ・アキュドライブ

ひ

ビアメカニクス（株） フライス盤

ＢＰジャパン（株）（カストロール） 切削油・作動油

ドライバー・ビット

六角棒レンチ

（株）菱小 電磁チャック・マグネット工具

スポットエアコン

照明機器・管球

日立機材（株） チェン・スプロケット

電動工具・充電工具・磁気ボール盤

カットグラインダー・切断機

グラインダー・電気ベルダー

インバーター

プログラマブルコントローラー

マグネットリレー・制御リレー

卓上ボール盤・産業用ロボット

コンプレッサー・溶接機

モーター・ギヤードモーター

クレーン・揚重機

集塵機・クリーナー

ヒロタカ精機（株） 空圧機器全般

ふ

マシニングセンター・産業用ロボット

放電・電解加工機

ファロー（ＦＡＲＯ） 三次元測定機

（株）フクハラ 空気清浄機器

（株）フジキン 高圧継手

エアードライバー・インパクトレンチ

エアーグラインダー

超硬製品・ドリル・ホブ・ブローチ

ＨＳＳカッター・エンドミル

バンドソー・ハクソー

タップ・ダイス・圧造工具

歯切盤・歯車仕上げ機械

その他工作機械・ドリル研削盤

産業用ロボット

ベアリング・ピローブロック

油圧機器全般

富士重工ハウス（株） プレハブ・パーテーション

不二ラテックス（株） ショックアブソーバー

不二空機（株）

（株）不二越(ナチ)

パナソニック（株）オートモティブ＆インダストリアルシステムズ社

浜井産業（株）

ＰＢ　ＳＷＥＩＳＳ　ＴＯＯＬＳ

日立アプライアンス（株）

日立工機（株）

（株）日立産機システム

（株）日立製作所

ファナック（株）

http://panasonic.com/jp/corporate/ais.html
http://www2.panasonic.co.jp/id/pidsx/
http://www.habasit.com/ja/index.htm
http://www.hamai.com/
http://www.hmd-hamada.co.jp/
http://www.hataya.jp/
http://www.hakko.com/
http://www.punch.co.jp/
http://www.panduit.co.jp/
http://www.bando.co.jp/
http://www.hammer-caster.co.jp/
http://www.hds.co.jp/
http://www.viamechanics.com/
http://www.castrol.com/ja_jp/japan.html
http://www.pbswisstools.com/jp.html
http://www.hishiko.co.jp/
http://www.hitachi-ap.co.jp/
http://www.lighting.hitachi-ap.co.jp/lighting/
http://www.hitachi-koki.co.jp/
http://www.hitachi-ies.co.jp/
http://www.hitachi.co.jp/
http://www.hirotaka.co.jp/
http://www.fanuc.co.jp/
http://www.faro.com/ja-jp/about-faro
http://www.fukuhara-net.co.jp/
http://www.fujikin.co.jp/
http://www.fujitools.jp/
http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/
http://www.fhc-house.co.jp/
http://www.fujilatex.co.jp/


ふ （株）富士製作所 手動・電動ウインチ

富士製砥（株） オフセット砥石・切断砥石

（株）藤田製作所 ドリル研削盤

冨士端子工業（株） 電設資材

富士電線工業（株） 電線

マグネットリレー・制御リレー

プログラマブルコントローラー

インバーター

富士変速機（株） モーター・ギヤードモーター

フジ矢（株） ニッパー・ペンチ

ダイセット・ガイドポスト

モールドベース・規格プレート

エジェクターピン・ガイドピン

二村機器（株） 回転センター

マシニングセンター

タッピングマシン

リベッティングマシン

プラス（株） 事務機器

（株）フリーベアコーポレーション ローラーコンベア

ブリヂストン化工品ジャパン（株） エアーホース・カプラ

ブリヂストンフローテック（株） 高圧ホース

古河電気工業（株） ワイヤーカット用ワイヤー

フルタ電機（株） 電動送排風機

プルトンチェン（株） チェン・スプロケット

（株）ブンリ 金属切屑回収装置

へ

平和テクニカ（株） オフセット砥石・切断砥石

ヘキサゴンメトロジー 三次元測定機

ベクトリックス（株） ノギス・マイクロ・ハイトゲージ

ワイヤーストリッパー

ドライバー・ビット・エアードライバー

インパクトレンチ・エアーニッパー

ヘラマンタイトン（株） 電設資材

ヘンケルジャパン（株）ロックタイト事業部 油脂類・接着剤

ほ

豊和工業（株） 旋盤用チャック

ホーコス（株） ボール盤

ワイヤーストリッパー

ニッパー・ペンチ

はんだ・はんだゴテ・はんだ槽

ボッシュ（株） 電動工具・充電工具

油圧機器全般

アルミフレーム

（株）堀内機械 油圧シリンダー

ボンダス 六角棒レンチ

（株）本間製作所 クランプ類・システム治具

ま

マーテック（株） 吊具

（株）マーベル ツールボックス

マーポス（株） 電気・空気マイクロ

（株）前田シェルサービス 各種ハンマー・空気清浄機器

モーター・ギヤードモーター

変・減速機

（株）マキタ 電動工具・充電工具

（株）マキテック ベルトコンベア

マシニングセンター・フライス盤

研削盤・工具研削盤

（株）マグネスケール デジタルスケール

（株）マスオカ オイルシール・Ｏリング

富士電機機器制御（株）

双葉電子工業（株）

ブラザー工業（株）

ホーザン（株）

ボッシュ・レックスロス（株）

（株）マキシンコー

（株）牧野フライス製作所

（株）ベッセル

http://www.fujiseisakusyo.co.jp/
http://www.fujiseito.com/
http://www.fujitass.co.jp/
http://www.fujiterminal.co.jp/
http://www.fujiewc.co.jp/
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/
http://www.fujihensokuki.co.jp/
http://www.fujiya-kk.com/
http://www.futaba.co.jp/
http://www.futamurakk.co.jp/
http://www.brother.co.jp/
http://www.plus.co.jp/
http://www.freebear.co.jp/
http://www.bridgestone-dpj.co.jp/
http://www.furukawa.co.jp/
http://www.fulta.co.jp/
http://www.pulton.co.jp/
http://www.bunri.com/
http://www.heiwa-tec.co.jp/
http://www.hexagonmetrology.jp/
http://www.vectrix.co.jp/
http://www.vessel.co.jp/
http://www.hellermanntyton.co.jp/
http://www.howa.co.jp/
http://www.horkos.co.jp/
http://www.hozan.co.jp/
http://www.bosch.co.jp/
http://www.boschrexroth.com/ja/jp/
http://www.horiuchi.co.jp/
http://www.bondhus-japan.co.jp/
http://www.honma-k.co.jp/
http://www.martec.co.jp/
http://www.marvelcorp.co.jp/
http://www.marposs.co.jp/
http://www.maedauni.co.jp/
http://www.makishinko.co.jp/
http://www.makita.co.jp/
http://www.makitech.co.jp/
http://www.makino.co.jp/
https://www.magnescale.com/
http://www.masuoka-k.co.jp/


ま （株）松浦鉄工所 産業用ロボット

自動ねじ締機・電動ドライバー

電設資材・事務機器

（株）松阪鉄工所（ＭＣＣ） スパナ・メガネレンチ

松下電動工具（株） グラインダー・電気ベルダー

松本機械工業（株） 旋盤用チャック

（株）マルテイ スパナ・メガネレンチ

マルヤス機械（株） ベルトコンベア

み

ミカドテクノス（株）(ミカド機器) 自動化ユニット

右下精器製造（株） 圧力計・温度計

各種カップリング

変・減速機・電磁クラッチ

ミクロン精密（株） 研削盤

三井精機工業（株） マシニングセンター・コンプレッサー

ブロックゲージ・ダイヤルゲージ

ノギス・マイクロ・ハイトゲージ

光学測定器・三次元測定機・定盤

表面粗さ計・デジタルスケール

マシニングセンター

歯切盤・歯車仕上げ機械・研削盤

三菱樹脂（株） パレット類

放電・電解加工機

産業用ロボット・インバーター

モーター・ギヤードモーター

マグネットリレー・制御リレー

プログラマブルコントローラー

サーボ・ステッピングモーター

表示器・通信関連

超硬製品

ドリル

三菱マテリアル（株） 超硬製品

タイミングプーリー･タイミングベルト

コンベアベルト

水戸工機（株）（ミトロイ） 六角棒レンチ

ミニター（株） 金型研磨装置・電動工具・充電工具

ミネベア（株） ベアリング 

ミユキ産業（株） 研磨布・研磨ベルト

（株）妙徳 真空関係

（株）三好キカイ 各種カップリング

未来工業（株） 電設資材

ミロク機械（株） その他工作機械

む

武蔵オイルシール工業（株） オイルシール・Ｏリング

武蔵野精機（株） 定盤

武藤工業（株） 事務機器

旋盤・キャビネット

各種棚類・立体自動倉庫

村田精工（株） パーツフィーダー

ムラテックＫＤＳ（株） 直尺・巻尺

室本鉄工（株） ニッパー・ペンチ・エアーニッパー

め

産業用ロボット・ローラーコンベア

テーブルリフター

（株）明光商会 事務機器

（株）明治機械製作所 塗装機・コンプレッサー

マックス（株）

三菱重工業（株）

三菱電機（株）

三菱日立ツール（株）

三木プーリ（株）

（株）ミツトヨ

三ツ星ベルト（株）

村田機械（株）

（株）メイキコウ

http://www.matsuura-iron.co.jp/
http://www.max-ltd.co.jp/index.html
http://www.mcccorp.co.jp/
http://www6.ocn.ne.jp/~mizuden/
http://www.mmkchuck.com/
http://www.kk-marutei.co.jp/
http://www.maruyasukikai.co.jp/
http://www.mikado-net.co.jp/
http://www.migishita.co.jp/
http://www.mikipulley.co.jp/
http://www.micron-grinder.co.jp/
http://www.mitsuiseiki.co.jp/
http://www.mitutoyo.co.jp/
http://www.mhi.co.jp/
http://www.mitsubishielectric.co.jp/
http://www.mitsubishicarbide.com/mmc/jp/
http://www.mitsuboshi.co.jp/japan/index.html
http://www.mitotool.com/
http://www.minitor.co.jp/
http://miyuki-sangyo.jp/
http://www.convum.co.jp/
http://www.miyoshikikai.co.jp/
http://www.mirai.co.jp/
http://www.miroku-gd.co.jp/
http://www.musashi-os.co.jp/
http://www.musashinoseiki.jp./pc/
http://www.mutoh.co.jp/
http://www.mitsuiseiki.co.jp/
http://www.muratask.co.jp/
http://www.kdsjpn.co.jp/
http://www.muromoto.co.jp/
http://www.meikikou.co.jp/
http://www.meikoshokai.co.jp/
http://www.meijiair.co.jp/


も

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社 潤滑剤・油脂類・接着剤

森合精機（株） 洗浄機

（株）モリテックス 光学測定器

モリ工業（株） その他工作機械

や

産業用ロボット・インバーター

サーボ・ステッピングモーター

安田工業（株） マシニングセンター・中ぐり盤

（株）ヤマザキ 自動化ユニット

（株）山崎技研 フライス盤・中ぐり盤

ヤマザキマザック（株） 旋盤・マシニングセンター

（株）ヤマダコーポレーション グリスポンプ・グリスガン

ヤマハ発動機（株） 産業用ロボット・軸・直交ロボット

（株）やまびこ（ｓｈｉｎｄａｉｗａ） カットグラインダー・切断機

（株）山本水圧工業所 超高圧機器

ヤマヨ測定機（株） 直尺・巻尺

（株）彌満和製作所 タップ・ダイス・圧造工具

ゆ

（株）ユーエイキャスター 車輪

インデックス・サーキュラテーブル

ＭＣ・フライス用ツール

インデックステーブル

油研工業（株） 油圧機器全般・油圧シリンダー

（株）ユタニ インパクトレンチ・エアーグラインダー

ユニオンツール（株） 超硬製品

ユニキャリア（株） フォークリフト

（株）ユニフロー エアカーテン・ルーファン

よ

横河電機（株） 温調機器

高圧継手・高圧ホース

エアーホース・カプラ

吉川鐵工（株） リベッティングマシン

（株）淀川製鋼所 プレハブ・パーテーション

グラインダー・電気ベルダー

電動送排風機

ら

ライン精機（株） カウンター

（株）ラクソー ノコ盤・コンターマシン

り

理研コランダム（株） 研磨布・研磨ベルト

理研精機（株） 超高圧機器

（株）リコー ＯＡ

リューベ（株） 給油機

れ

（株）レヂトン オフセット砥石・切断砥石

レノックス バンドソー・ハクソー

ろ

（株）ロブテックス モンキー・プライヤー・パイプレンチ

ロームヘルド・ハルダー（株） クランプ類・システム治具

わ

ＹＧ-1ジャパン 超硬製品

（株）和井田製作所 研削盤・工具研削盤

和光機械工業（株） 焼却炉・投光機

ワルター 超硬製品

ワルターエワーグジャパン（株） 工具研削盤

を

（株）をくだ屋技研 ハンドパレットトラック・ハンドリフト

（株）安川電機

ユキワ精工（株）

横浜ゴムＭＢジャパン（株）

淀川電機製作所

http://www.morigoseiki.co.jp/
http://www.moritex.co.jp/
http://www.mory.co.jp/
http://www.yaskawa.co.jp/
http://www.yasda.co.jp/
http://www.yamazaki-iron.co.jp/
http://www.yamasakigiken.co.jp/
http://www.mazak.jp/
http://www.yamadacorp.co.jp/
http://www.yamaha-motor.co.jp/
http://www.yamabiko-corp.co.jp/shindaiwa-japan/
http://www.hyprex.co.jp/
http://www.yamayo.co.jp/
http://www.yamawa.com/jp/
http://www.yueicaster.co.jp/
http://www.yukiwa.co.jp/
http://www.yuken.co.jp/
http://www.yutani.co.jp/
http://www.uniontool.co.jp/
http://www.unicarriers.co.jp./
http://www.yokogawa.co.jp/
http://www.yrc.co.jp/index.html
http://www.riveting-mcn.co.jp/
http://www.yodoko.co.jp/
http://www.yodogawadenki.gr.jp/
http://www.line.co.jp/
http://www.luxo-hp.co.jp/
http://www.rikencorundum.co.jp/
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