
会員名簿 （ 法人正会員 ・ 法人会員  50 音順 ） 

㈱アーチ電工 

㈱ＲＫＢ映画社 渡辺通営業所  

㈱ＩＨＩ 

㈱ＩＨＩ 九州支社 

㈱ＩＨＩ 中国支社 

㈱ＩＨＩ 中部支社 

㈱ＩＨＩ 東北支社 

㈱ＩＨＩ 北海道支社 

相光石油㈱ 

㈱愛工大興 

アイサワ工業㈱ 

㈲アイシーエス 

アイシン辰栄㈱ 

(学)愛知学院 

愛知金属工業㈱ 

㈱アイチコーポレーション 

㈱アイチコーポレーション 北日本支店 

愛知電機㈱ 

愛知電機㈱ 関西支社 

愛知電機㈱ 九州支社 

愛知電機㈱ 東京支社 

愛知電機㈱ 東北支社 

愛知電機㈱ 北海道支社 

会津碍子㈱ 

会津土建㈱ 

㈱アイテス 

㈱アイネット 

青森県県土整備部 

青森県電気工事業工業組合 

アオヤギ㈱ 

㈱青山高原ウインドファーム 

明石市市民生活局 環境室資源循環課 

明石クリーンセンター 

明石市都市局下水道室 

㈱東江電気工事 

秋田県産業労働部公営企業課 

秋田県電気管理技術者協同組合 

秋田県電気工事工業組合 

秋田市環境部総合環境センター 

秋田市文化会館 

秋田製錬㈱ 飯島製錬所 

秋木製鋼㈱ 

昱機電㈱ 

㈱アクアクララ東北 

浅香工業㈱ 

㈱浅野歯車工作所 

朝日印刷㈱ 

アサヒ飲料㈱ 岡山工場 

旭化成㈱ 延岡支社  

旭化成㈱ 水島製造所 

旭化成コード㈱ 

旭電設㈱ 

アサヒビール㈱ 四国工場 

アサヒビール㈱ 吹田工場 

アサヒビール㈱ 名古屋工場 

アサヒビール㈱ 北海道工場 

㈱朝日ビルディング 京都支店 

㈱朝日ビルディング 東京支社 

㈱朝日ビルディング 中之島支社 

㈱アサヒファシリティズ 大阪本店 

㈱朝日プリンテック 堺工場 

浅海電気㈱ 

芦野工業㈱ 

味の素㈱ 九州事業所 

味の素冷凍食品㈱ 四国工場  

芦森工業㈱ 大阪工場 

㈱安謝橋電機 

㈱アスウェル 

㈱梓設計 

東起業㈱ 

㈱アトックス 

㈱アトックス 仙台事務所 

㈱アドプレックス 

阿南電機㈱ 
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㈱ａｆｔｅｒＦＩＴ 札幌支店 

㈱天辻鋼球製作所 

㈱新井製作所 

荒川化学工業㈱ 水島工場 

荒川水力電気㈱ 

新家工業㈱ 関西工場 

㈱有明グリーンエネルギー 

アルヴォス㈱ 福岡支店 

㈱阿波銀行 

㈱安藤・間 九州支店 

㈱安藤・間 四国支店 

㈱安藤・間 東北支店 

㈱安藤・間 名古屋支店 

㈱安藤・間 広島支店 

㈱ＥＴＳホールディングス 

㈱ＥＴＳホールディングス 中部送電事業部 

㈱ＥＴＳホールディングス 東北送電事業本部 

㈱イーテック２４ 

イームル工業㈱ 

㈱Ｅライフ・パートナーズ 

イーレックス㈱ 

イオンディライト㈱ 

イオンディライトアカデミー㈱ 

伊方サービス㈱ 

池田市上下水道部 

諌早電気設備協同組合 

石井事務機㈱ 

石垣島製糖㈱ 

石垣電材㈱ 

石川県電気工事工業組合 

石川サンケン㈱ 

㈱イズミ通信 

伊丹市上下水道局千僧浄水場 

伊丹市役所 

㈱ＩＣＨＩＫＡＷＡ 

一関外線工事㈱ 

一宮市役所 一宮市環境センター 

一光電機㈱ 

伍和電気工事㈱ 

㈲伊藤久芳堂 

㈲伊藤久芳堂商会 

伊藤組土建㈱ 

伊藤忠商事㈱ 東北支社 

因幡電機産業㈱ 

㈱因幡電機製作所 

茨城県電力協会 

茨木市環境衛生センター 

茨木市水道部 

茨城電設㈱ 

イビデン㈱ 

井森工業㈱ 

㈱伊予銀行 

㈱伊予鉄グループ 

㈲イラミナ電設 

㈱岩井工業所 

㈱岩泉電工 

岩崎建設㈱ 

岩谷液化ガスターミナル㈱ 堺事業所 

岩手県企業局 

(一財)岩手県電気技術振興協会 

岩手県電気工事業工業組合 

イワブチ㈱ 

㈱インテック 

㈱ＷａｖｅＥｎｅｒｇｙ四国事業所 

㈱ウエストＯ＆Ｍ 

㈱上野製作所 

㈲上宏工業 

宇賀神電機㈱ 

羽後発変電工事㈱ 

㈱宇治川商店 

宇治電化学工業㈱ 

内田鍛工㈱ 

㈱内村電機工務店 

ウツエバルブサービス㈱ 
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㈱ウッドワン 

㈱宇都宮電機製作所 

宇部興産㈱ 

宇部興産㈱ 堺工場 

梅林建設㈱ 

浦添宜野湾電気工事業協同組合 

宇和島自動車㈱ 

雲海酒造㈱ 五ケ瀬蔵 

㈱エアロテクノサービス 千歳事業所 

㈱栄電舎 

㈱エイト設計 

㈱エクセディ 

ＳＥＣカーボン㈱ 京都工場 

㈱エスコ 

㈱ＳＴＮｅｔ 

エナジーサポート㈱ 

エナジープールジャパン㈱ 

ＮＥＣネクサソリューションズ㈱ 

ＮＤＳ㈱ 

㈱ＮＴＮ 紀南製作所 

㈱ＮＴＮ 金剛製作所 

㈱ＮＰＣコーポレーション 

ＥＮＥＯＳ㈱ 堺製油所 

ＥＮＥＯＳ㈱ 製造部 大阪事業所 

ＥＮＥＯＳ㈱ 水島製油所 

㈱エネゲート 

㈱エネゲート 京都事業所 

㈱エネゲート 千里丘事業所 

エネサーブ㈱ 

㈱エネサーブ四国 

エネサーブ㈱ 名古屋事業所 

エネック㈱ 

㈱エネット 

㈱エネルギア・コミュニケーションズ 

㈱エネルギア・ビジネスサービス 

㈱エネルギアＬ＆Ｂパートナーズ 

㈱エネルギア・ソリューション・アンド・サービス 

(一財)エネルギー総合工学研究所 

荏原電機工業㈱ 

ヱビス電工㈱ 

㈱愛媛銀行 

㈱愛媛新聞社 

エヒメセラム㈱ 

江別工業団地協同組合 

ＭＨＩファシリティーサービス㈱ 

ＭＧＣフィルシート㈱ 大阪工場 

㈱エルタス東北 

ＥＬＴＥＣ㈱ 

㈱エルテックス・ヨシダ 

㈱エレックス 

㈱エレックス極東 

遠藤電機㈱ 東北支社 

尾池工業㈱ 生産本部 京都事業場 

王子イメージングメディア㈱ 神崎工場 

王子製紙㈱ 春日井工場 

王子製紙㈱ 苫小牧工場 

王子マテリア㈱ 大阪工場 

王子マテリア㈱ 佐賀工場 

王子マテリア㈱ 釧路工場 

㈱応用電業社 

大井川鐵道㈱ 

大分エル・エヌ・ジー㈱ 

大分共同火力㈱ 

大分県電気工事業工業組合 

大井電気㈱ 東北支社 

奥羽電気設備㈱ 

オー・エー・ピー熱供給㈱ 

大垣電機㈱ 

㈱大方工業所 

大倉工業㈱ 

(学)大阪医科薬科大学 

大阪ガス㈱ 

㈱大阪ガスファシリティーズ 

大阪広域水道企業団 



会員名簿 （ 法人正会員 ・ 法人会員  50 音順 ） 

㈱大阪城ホール 

大阪市立弘済院 

大阪市立総合医療センター 

(一財)大阪スポーツみどり財団 

大阪赤十字病院 

大阪染工㈱ 

大阪ターミナルビル㈱ 

大阪地下街㈱ ドーチカ営業所 

大阪地区開発㈱ 

(一社)大阪地中線協会 

大阪電気保安協同組合 

大阪中西金属㈱ 

大阪府電気工事工業組合 

公立大学法人大阪  

(地独)大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 

大阪放送㈱ 

大阪モノレール㈱ 

大崎電気工業㈱ 

大崎電気工業㈱ 広島営業所 

大崎電気工業㈱ 仙台営業所 

大澤建設工業㈱ 

王子エフテックス㈱ 中津工場 

大島電気㈱ 

大高電設㈱ 

㈱大谷工業 

㈱大塚製薬工場 

㈱大槻電機製作所 

㈱オートメイション・テクノロジー 

大之木建設㈱ 広島支社 

㈱大林組 

㈱大林組 九州支店 

㈱大林組 札幌支店 

㈱大林組 東北支店 

㈱大林組 名古屋支店 

㈱大林組 広島支店 

大原電業㈱ 

㈱オーム社 

大村東彼電気設備協同組合 

㈱大本組 広島支店 

㈱大本組 九州支店 

㈱大本組 東北支店 

㈱オオヨドコーポレーションＰテックス社 広島営業所 

㈱オーランド 

岡田電工㈱ 

岡野バルブ製造㈱ 

岡村製油㈱ 

岡谷鋼機㈱ 

岡山化成㈱ 水島工場 

岡山県企業局 

岡山県電気工事工業組合 

岡山県南部水道企業団 

岡山済生会総合病院 

岡山市水道局 

岡山電気軌道㈱ 

㈱沖設備 

㈱沖創工 

沖電開発㈱ 

沖電企業㈱ 

沖電グローバルシステムズ㈱ 

㈱沖電工 

沖電水工事㈱ 

㈱沖縄エネテック 

沖縄オートメーション㈱ 

㈱沖縄銀行 

(一社)沖縄県消防設備協会 

(一社)沖縄県電気管工事業協会 

沖縄県電気工事業工業組合 

沖縄県電設資材卸業協同組合 

沖縄新エネ開発㈱ 

沖縄製糖㈱ 

㈱沖縄ダイケン 

㈲沖縄電気建設 

沖縄電機工業㈱ 

(一財)沖縄電気保安協会 
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沖縄電興㈱ 

沖縄電力㈱ 

㈱沖縄特電 

沖縄ビル管理㈱ 

沖縄プラント工業㈱ 

奥田工業㈱ 名古屋支店 

㈱奥原電設 

㈱奥村組 九州支店  

㈱奥村組 四国支店 

㈱奥村組 東北支店 

㈱奥村組 西日本支社 

㈱奥村組 広島支店 

押方電設㈱ 

㈱小月製鋼所 

小田急電鉄㈱ 

小樽地方電気工事協同組合 

越智電気工事㈱ 

越智電機産業㈱ 

音羽電機工業㈱ 

㈱小野組 

㈱オプテージ 

小山田電業㈱ 

オリエンタル酵母工業㈱ 大阪工場 

オリエンタル酵母工業㈱ びわ工場 

オリエンタルモーター㈱ 

オリックス㈱ 

オルガノ㈱ 東北支店 

(一社)海外電力調査会 

㈱海邦 

開明伸銅㈱ 

下越通信工業㈱ 

㈱香川銀行 

岳南建設㈱ 

岳南建設㈱ 仙台支店 

岳南建設㈱ 名古屋支店 

岳南建設㈱ 広島支店 

岳南建設㈱ 福岡支店 

(学)加計学園 

科研製薬㈱ 京都事業所 

鹿児島くみあいチキンフーズ㈱ 

鹿児島県 工業用水道部 

鹿児島県電気工事業工業組合 

㈱加地テック 

鹿島共同火力㈱ 

鹿島建設㈱ 

鹿島建設㈱ 九州支店 

鹿島建設㈱ 四国支店 

鹿島建設㈱ 中国支店 

鹿島建設㈱ 中部支店 

鹿島建設㈱ 東北支店 

鹿島建設㈱ 北海道支店 

霞桟橋管理㈱ 

㈱加藤電機工業 

㈱カナエ 

神奈川県企業庁 企業局 

神奈川県電気協会 

金沢市企業局 

カナツ技建工業㈱ 

㈱カネカ 大阪工場 

㈱ＴＶＥ 

㈱ホリキタ電工 

㈱カマハラ鋳鋼所 

亀岡市環境先進都市推進部環境クリーン推進課 

亀山電機㈱ 

加茂川啓明電機㈱ 北海道支店 

カヤ産業㈱ 

カヤ産業㈱ 広島営業所 

川上塗料㈱ 本社工場 

川北電気工業㈱ 

川北電気工業㈱ 大阪支社 

川北電気工業㈱ 東部電力支社 

川北電気工業㈱ 東北支社 

㈱川北電工 

川崎重工業㈱ 
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川崎重工業㈱ 九州支社 

川崎重工業㈱ 中国支社 

川崎重工業㈱ 中部支社 

川崎重工業㈱ 東北支社 

㈱川瀬電気工業所 

カワソーテクセル㈱ 広島支店 

㈱川田電設産業 

㈱かわでん 

川浪電気工事㈱ 

河村電器産業㈱ 

環境リサイクルエネルギー㈱ 

関工商事㈱ 

関西計測工業㈱ 

関西伸銅工業㈱ 

関西製糖㈱ 

関西テレビ放送㈱ 

(一社)関西電気管理技術者協会 

関西電気工事工業会 

(一財)関西電気保安協会 

(一財)関西電気保安協会 大阪北支店 

(一財)関西電気保安協会 京都支店 

関西電力㈱ 

関西電力送配電㈱ 北陸電力本部 

関西電力㈱ 東海支社 

㈱ＫＡＮＳＯテクノス 

㈱関電エネルギーソリューション 

㈱関電Ｌ＆Ａ 

㈱かんでんエンジニアリング 

㈱かんでんエンジニアリング 京都支店 

㈱関電工 

関電サービス㈱ 

㈱関電システムズ 

㈱関電パワーテック 

関電不動産開発㈱ 

関電プラント㈱ 

関東水力工事㈱ 会津支社 

関東電化工業㈱ 水島工場 

(一財)関東電気保安協会 

関東東北産業保安監督部管内電気主任技術者会 

関門製糖㈱ 

㈱木内計測 中国事業部 

黄桜㈱ 

北大阪急行電鉄㈱ 

北九州エル・エヌ・ジー㈱ 

㈱北弘電社 

北芝電機㈱ 

北芝電機㈱ 北海道営業所 

北大東製糖㈱ 

北電力設備工事㈱ 

北日本電材㈱ 

北日本電線㈱ 

北日本電線サービス㈱ 

北日本放送㈱ 

北見地区電気工事業協同組合 

北村電気管理事務所 

㈱機電工業 

㈱宜野湾電設 

岐阜愛知電機㈱ 

君津共同火力㈱ 

㈱九建 

㈱九建 広島支社 

㈱キューコーリース 

九州内田鍛工㈱ 

㈱九州栄電社 

九州エナジス㈱ 

(一社)九州経済連合会 

九州高圧コンクリート工業㈱ 

九州高原開発㈱ 

九州自動車リース㈱ 

㈱九州柴田フォージング 

九州製鋼㈱ 佐賀工場 

(公財)九州生産性本部 

九州セキスイハイム工業㈱ 

九州総合サービス㈱ 
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九州テクノメタル㈱ 

九州電技開発㈱ 

(一社)九州電気管理技術者協会 

九州電気サポート㈱ 

九州電氣産業㈱ 

(学)九州電気専門学校 

(一財)九州電気保安協会 

㈱九州電気保安センター 

九州電力㈱ 

九州電力送配電㈱ 

九州メタル産業㈱ 

九州メンテナンス㈱ 

㈱九州メンテナンス 

九州木材工業㈱ 

九州旅客鉄道㈱ 電気部 

九州林産㈱ 

キュウセツＡＱＵＡ㈱ 

㈱ＱＴｎｅｔ 

㈲キューテック 

㈱九電工 

九電産業㈱ 

㈱球電舎 

九電テクノシステムズ㈱ 

㈱九電ハイテック 

九電ビジネスソリューションズ㈱ 

㈱九電ビジネスパートナー 

㈱九電ビジネスフロント 

九電不動産㈱ 

九電みらいエナジー㈱ 

㈱九南 

キュービクルメンテ協会 関西事務局 

㈱キューヘン 

㈱Ｑ－ｍａｓｔ 

㈱キュリオン 

㈱協栄工業 

共栄電気管理㈲ 

㈲共栄電気工事 

㈲共栄電工 

協栄ビル管理㈱ 

㈱協環 

協三工業㈱ 

京セラドキュメントソリューションズ㈱ 

京田辺市上下水道部 

㈱京電商会 

電気保安法人協同組合 愛媛電気保安協会 

協同シャフト㈱ 

(学)京都外国語大学 

京都機械工具㈱ 

(学)京都産業大学 

京都市上下水道局 下水道部 

鳥羽水環境保全センター 

京都市上下水道局 水道部 施設課 

京都シティ開発㈱ 

京都市役所 

㈱京都新聞社 

京都ステーションセンター㈱ 

京都第一赤十字病院 

京都大学 桂団地 

京都第二赤十字病院 

京都熱学㈱ 

京都ノートルダム女子大学 

京都府電気工事工業組合 

京都府流域下水道事務所 洛西浄化センター 

㈱京都ホテル 

㈱共立 

㈱共立電機製作所 

㈱共和 

協和化学工業㈱ 屋島工場 

㈱協和製作所 

共和電気㈱ 

㈱共和電気 

共和電機産業㈱ 

極東貿易㈱ 札幌支店 

キリンビール㈱ 北海道千歳工場 
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記録情報マネジメント㈱ 

㈱きんえい 

近畿電設保障㈱ 

近畿日本鉄道㈱ 

近畿日本鉄道㈱ 鉄道本部 名古屋統括部 

金城電気工事㈱ 

近代化学工業㈱ 

㈱近鉄・都ホテルズ 都ホテル 京都八条 

㈱きんでん 

きんでん関西サービス㈱ 

㈱きんでん 九州支社 

㈱きんでん 京都支店 

㈱きんでん 中国支社 

㈱きんでん 中部支社 

㈱きんでん 東京支社 

㈱きんでん 北海道支社 

金邦電気㈱ 

㈱金良建設 

空港施設㈱ 大阪事業所 

工藤電気工事㈱ 

工藤電設㈱ 

㈱国定電機 

久保誠電気興業㈱ 

㈱クボタ 

㈱クボタ 久宝寺事業センター 

㈱クボタ 堺製造所 

クボタ精機㈱ 

㈱熊谷組 九州支店 

㈱熊谷組 関西支店 

㈱熊谷組 東北支店 

㈱熊谷組 名古屋支店 

㈱熊谷組 中四国支店 

熊本県電気工事業工業組合 

(一社)熊本電気管理技術者協会 

久米島製糖㈱ 

㈱Ｃｒｏｗｄｓ 

クラシエ製薬㈱ 高岡工場 

クラシエフーズ㈱ 高槻第一工場 

(公財)大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 

クラボウプラントシステム㈱ 

倉茂電工㈱ 

㈱クラレ 岡山事業所 

㈱クラレ 倉敷事業所 (玉島) 

㈱グランビスタホテル＆リゾート 札幌グランドホテル 

グリーンリサイクル㈱ 

栗原工業㈱ 

㈱クリハラント 

㈱栗本鐵工所 加賀屋工場 

㈱栗本鐵工所 堺工場 

㈱栗本鐵工所 住吉工場 

久留米市企業局 上下水道部 

㈱くろがね工作所 津工場 

黒部エムテック㈱ 

黒部川電力㈱ 

桑原電工㈱ 

グンゼエンジニアリング㈱ 

群馬県電気協会 

群馬電工㈱ 

ＫＳ電設㈱ 

京王電鉄㈱ 

京急電機㈱ 

京阪建物㈱ 

京阪電気興業㈱ 

京阪電気鉄道㈱ 

㈱京阪百貨店 

京浜急行電鉄㈱ 

㈱ＫＥＳ 

㈱ＫＥＣ 

㈱ケーイーシー 

ケーブルテレビ徳島㈱ 

㈱ケーブルテレビ富山 

ケーブルメディア㈱ 

㈱ケーブルメディア四国 

月桂冠㈱ 
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ゲルブ・ジャパン㈱ 

原子燃料工業㈱ 東北支店 

㈱原子力安全システム研究所 

(一社)原子力安全推進協会 

㈱原子力エンジニアリング 

建設五社電気研究会 

原電エンジニアリング㈱ 

公営電気事業経営者会議 

㈱廣貫堂 

㈱光丘 

㈱光建 

㈱高知銀行 

高知商工会議所 

㈱高知新聞社 

高知赤十字病院 

高知電気建設㈱ 

㈱高知放送 

㈱弘電社 

㈱弘電社 東北支店 

㈱弘電社 名古屋支店 

香東電機㈱ 

㈱高度技術研究所 

光南建設㈱ 

甲南ユーテイリテイ㈱ 

㈱鴻池組 広島支店 

神戸市建設局 

神戸市交通局 

㈱神戸商工貿易センター 

神戸電鉄㈱ 

㈲好摩東洋電業 

光洋機械工業㈱ 

㈱江陽グランドホテル 

向陽電気（株） 

㈲向陽電気 

光洋電器工業㈱ 

光洋電線㈱ 

光洋メタルテック㈱ 

㈱香蘭社 

恒和工業㈱ 

弘和電気㈱ 

光和電業㈱ 

㈱ゴエイ 

㈱コールド・エアー・プロダクツ 

コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 小松工場 

コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 京都工場 

㈱国際ビル産業 

国分環境設備㈱ 

㈱国分電機 

国民健康保険 南丹病院組合 

コクヨ東北販売㈱ 

(公財)国立京都国際会館 

九重電気㈱ 

小坂製錬㈱ 小坂製錬所 

㈱コジマ電気 

五常物産㈱  

㈱コスモテック 南日本事業部 

コニカミノルタビジネスアソシエイツ㈱ 

小林土木㈱ 

㈱小松製作所 大阪工場 

五洋建設㈱ 

五洋建設㈱ 九州支店 

五洋建設㈱ 中国支店 

五洋建設㈱ 東北支店 

五洋建設㈱ 名古屋支店 

㈱コンサルタントオフィスヴォルト 

今野印刷㈱ 

㈱金野電気 

㈱サートプロ 

サーラ eエナジー㈱ 

㈱ザイエンス 

埼玉県電力協会 

㈱さいでん 

㈱西電 

堺化学工業㈱ 堺事業所 
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堺市上下水道局 

㈱酒井伸銅所 

坂出ＬＮＧ㈱ 

㈱サカイ引越センター 九州Ｃ法人課 

佐賀県電気工事業工業組合 

酒田共同火力発電㈱ 

㈱サクセス電工 

㈱サクラオブルワリーアンドディスティラリー 

桜沢電気工事㈱ 

櫻島埠頭㈱ 

㈲佐々木電気店 

笹嶋工業㈱ 

サタケ冷熱㈱ 

札幌工業団地共同受電事業協同組合連合会 

札幌市交通局 

札幌電気工事業協同組合 

サッポロビール㈱ 北海道工場 

㈱佐電工 

㈱佐藤建設 

佐藤建設工業㈱ 

佐藤建設工業㈱ 東北支店 

佐藤建設工業㈱ 広島支店 

佐藤工業㈱ 札幌支店 

佐藤工業㈱ 東北支店 

佐藤工業㈱ 名古屋支店 

佐藤鉄工㈱ 

㈲佐渡山電水 

㈱サニックスエナジー 

㈱讃岐文庫 

サミットエナジー㈱ 

㈲三愛テック 

サンアグロ㈱ 大阪工場 

三栄印刷㈱ 

三栄建設㈱ 

㈱三英社製作所 

山英電機㈱ 

三英電業㈱ 

三機工業㈱ 

三機工業㈱ 中国支店 

山九㈱  

山九㈱ 伊方事業所 

（一社）産業環境管理協会 四国支部 

(公財)産業雇用安定センター 

(公財)産業雇用安定センター 宮城事務所 

三協立山㈱ 

三共電気工業㈱ 

三協電気工事㈱ 

三協電設㈱ 

㈱サンケイ通商 

三光合成㈱ 富山工場 

㈱三光電設 

㈱サンコーシヤ 

㈱サンコーシヤ 東北支店 

三親電材㈱ 

サンスター㈱ 

サンスター㈱ 徳島工場 

㈱サンテック 東北支社 

㈱サンテック 広島支社 

参天製薬㈱ 能登工場 

サントリービール㈱ 京都ビール工場 

サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート㈱ 

サントリーＭＯＮＯＺＵＫＵＲＩエキスパート㈱ 

Ｒ＆Ｄサポート部 

三美興産㈲ 

三洋化成工業㈱ 名古屋工場 

㈱山陽新聞社 

山陽電気鉄道㈱ 

山陽電研㈱ 

㈱サンヨー 

㈱三和化学研究所 ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ工園 

三和テッキ㈱ 東北支店 

三和電気土木工事㈱ 

㈱ＧＳユアサ 

㈱シーエナジー 
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㈱シーテック 

シーピー化成㈱ 

㈱ＪＲ四国ホテルズ 

㈱ジェイアール西日本総合ビルサービス 

ＪＸ金属製錬㈱ 佐賀関製錬所 

ＪＸ金属三日市リサイクル㈱ 

ＪＮＣ㈱ 水俣製造所 

ＪＦＥプラントエンジ㈱ 福山事業所 

ＪＦＥ環境テクノロジー㈱ 

ＪＦＥスチール㈱ 西日本製鉄所  

ＪＦＥ継手㈱ 

ＪＦＥスチ－ル㈱ 知多製造所 

ＪＦＥマテリアル㈱ 

㈱Ｊ－オイルミルズ 若松工場 

㈱ジェイテクト 四国工場 

Ｊ-ＰＯＷＥＲジェネレーションサービス㈱ 

Ｊ－ＰＯＷＥＲジェネレーション㈱ 

 竹原火力運営事業所 

Ｊ－ＰＯＷＥＲテレコミュニケーションサービス㈱ 

㈱Ｊ－ＰＯＷＥＲハイテック 中日本営業所 

㈱Ｊ-ＰＯＷＥＲハイテック 

㈱ジェイファスト 大阪支店 

ＪＡ沖縄 伊江支店 

ＪＦＥスチール㈱ 

㈱ジェスクホリウチ 

ジェックス㈱ 

㈱ＪＥＲＡ 

㈱ＪＥＲＡ 東日本支社 

㈱ＪＥＲＡ 西日本支社 

滋賀県電気工事工業組合 

㈱シグマパワー有明 発電センター 

㈱シゲタ 

㈱繁富工務店 

四国オーエム㈱ 

㈱四国銀行 

四国経済連合会 

四国計測工業㈱ 

四国航空㈱ 

(一財)四国産業・技術振興センター 

㈱四国新聞社 

四国生産性本部 

㈱四国総合研究所 

四国送電工事企業体 

四国送電線建設協同組合 

四国通建㈱ 

四国通商㈱ 

四国電気工業㈱ 

四国電気工事組合連合会 

(一財)四国電気保安協会 

四国電力㈱ 

四国電力送配電㈱ 

四国ビル総合管理㈱ 

四国放送㈱ 

四国明治㈱ 香川工場 

四国旅客鉄道㈱ 

静岡ガス㈱ 

静岡鉄道㈱ 

静岡放送㈱ 

㈲システム技研 

㈱資生堂 大阪工場 

㈱ＣＴＫ 

㈱紫電舎 

品川リフラクトリーズ㈱ 

シナネン㈱ 

篠原電機㈱ 

四変テック㈱ 

㈱島田電気商会 

㈱島津製作所 

島津電設㈱ 

島根県電気工事工業組合 

島根電工㈱ 

㈱シマノ 

清水勧業㈱ 

清水建設㈱ 
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清水建設㈱ 九州支店 

清水建設㈱ 四国支店 

清水建設㈱ 東北支店 

清水建設㈱ 名古屋支店 

清水建設㈱ 広島支店 

清水建設㈱ 北海道支店 

清水埠頭㈱ 

㈱ＳＩＭＭＴＥＣＨ ＧＲＡＰＨＩＣＳ 

㈱下平電機製作所 

シャープタカヤ電子工業㈱ 

ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱ 

秋南電気土木㈱ 

㈱十文字チキンカンパニー 

昌一金属㈱ 

松栄電機㈱ 山形工場 

庄川沿岸用水土地改良区連合 

㈲尚伸電工 

㈱昭電 中国支店 

㈱昭電 大阪支店 

昭電テックス㈱ 

昭電テックス㈱ 四国支社 

㈱昭電 東北支店 

湘南送電工事㈱ 東北支社 

㈱常磐エンジニアリング 

常磐火力産業㈱ 

常磐共同火力㈱ 

常磐共同火力㈱ 勿来発電所 

(一社)照明学会 

(一社)照明学会 東海支部 

㈱上和電機 

昭和電工㈱ 

昭和電工セラミックス㈱ 富山工場 

昭和電線ケーブルシステム㈱ 西日本支店 

昭和電線ケーブルシステム㈱ 中部支店 

昭和電線ケーブルシステム㈱ 北日本支店 

昭和電線ホールディングス㈱ 

白川電気土木㈱ 

白河ハイテクサービス㈱ 

白鷺電気工業㈱ 

㈱新愛知電機製作所 

信越化学工業㈱ 武生工場 

新川電機㈱ 

新川電機㈱ 九州支社 

新川電機㈱ 四国営業所 

新川電機㈱ 中部支店 

㈱新共電気工業 

㈱新来島サノヤス造船 

神鋼アルミ線材㈱ 

神鋼ＥＮ＆Ｍサービス㈱ 

新光電装㈱ 

㈱シンデン 

新日本空調㈱ 中国支店 

新日本海重工業㈱ 

新日本造機㈱ 呉製作所 

新日本ヘリコプター㈱ 

新日本ヘリコプター㈱ 名古屋支社 

新日本理化㈱ 京都工場 

神保電器㈱ 

吹田市下水道部 水再生室 

吹田市資源循環エネルギーセンター 

吹田市水道部 

㈱スイヨー 

水菱プラスチック㈱ 

末廣屋電機㈱ 

㈲スカイデンコー 

スズカ電工㈱ 

住倉建物サービス㈱ 

住友共同電力㈱ 

住友重機械ギヤボックス㈱ 

住友商事九州㈱ 

住友商事東北㈱ 

住友商事マシネックス㈱  

住友商事マシネックス㈱ 四国支店 

㈱住友倉庫 
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住友電気工業㈱ 

住友電気工業㈱ 北陸支店 

住友電気工業㈱ 沖縄支店 

住友電気工業㈱ 九州支店 

住友電気工業㈱ 中国支店 

住友電気工業㈱ 中部支社 

住友電設㈱ 

住友電装㈱ 

(一財)住友病院 

住江織物㈱ 奈良事業所 

住之江興業㈱ 

㈱住理工九州 

西華産業㈱ 

西華産業㈱ 福岡支店 

西華産業㈱ 四国支店 

西華産業㈱ 広島支店 

生晃栄養薬品㈱ 若狭工場 

㈱正興サービス＆エンジニアリング 

㈱星光社 千歳工場 

正興電気建設㈱ 

㈱正興電機製作所 

星光ビル管理㈱ 

星光ビル管理㈱ 九州営業部 

セイショク㈱  

誠新産業㈱ 

社会医療法人製鉄記念八幡病院 

西濃建設㈱ 名古屋支店 

西部技術コンサルタント㈱ 

西武鉄道㈱ 

西部電機㈱ 

㈲正陽 

㈱青陽社 

セイリツ工業㈱ 

セーレン㈱ 

セキ㈱ 

積水化学工業㈱ 京都研究所 

㈱積水化成品天理 

石炭資源開発㈱ 

セッツ㈱ 

摂津市上下水道部 

摂陽明正㈱ 

瀬戸内共同火力㈱ 

瀬戸内市水道事業 

㈱錢屋アルミニウム製作所 

Ｇｅｎｅｒａｌ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ ＧｍｂＨ 日本支社 

(公社)全関東電気工事協会 

(一社)全九州電気工事業協会 

仙建工業㈱ 

㈱宣広通信 

釧根電気工事業協同組合 

仙台市ガス局 

仙台市交通局 

仙台市水道局 

全中国電気工事組合連合会 

全電協(株) 

選電設㈱ 

セントラル硝子㈱ 宇部工場 

全日本電気工事業工業組合連合会 

全日本電設資材卸業協同組合連合会 

全農サイロ㈱ 志布志支店 

泉北高速鉄道㈱ 

総研電気㈱ 

㈱総合開発 

㈱総合開発機構 

㈱総合車両製作所 和歌山事業所 

相互電池産業㈱ 

双日㈱ 東北支店 

象印チエンブロック㈱ 

象印ファクトリー・ジャパン㈱ 

(一社)送電線建設技術研究会 

(独)造幣局 

双豊電気㈱ 

相馬共同火力発電㈱ 

㈱SONO 
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㈱ソノベ 

空知地方電気工事協同組合 

大亜工業㈱ 

㈱大一開発 

第一工業製薬㈱  

大一通信工業㈱ 

大一電気工業㈱ 

大王製紙㈱ 三島工場 

Ｄａｉｇａｓガスアンドパワーソリューション㈱ 

ダイキンエアテクノ㈱ 四国支店 

ダイキン工業㈱ 堺製作所 

ダイキン工業㈱ 淀川製作所 

ダイクレエンジニアリング四国㈱ 

大建工業㈱ 岡山工場 

大光電設㈱ 

大正電機製造㈱ 

㈲大翔電工 

大進建設工業㈱ 

ダイシン電機㈱ 

大成印刷㈱ 

大成建設㈱ 中国支店 

大成建設㈱ 九州支店 

大成建設㈱ 四国支店 

大成建設㈱ 富山営業所 

大成建設㈱ 札幌支店  

大成建設㈱ 東北支店 

大成建設㈱ 名古屋支店 

大成電気㈱ 

㈱大成電機 

ダイダン㈱ 大阪本社 

ダイダン㈱ 東京本社 

大電㈱ 

大同ゴム㈱ 

㈱大同テクノ 

大東電業㈱ 

大東電業㈱ 東北支店 

大東電材㈱ 

大東電材㈱ 仙台支店 

大東糖業㈱ 

大同特殊鋼㈱ 

大同メタル工業㈱ 犬山事業所 

ダイトーケミックス㈱ 技術開発センター  

大日コンクリート工業㈱ 四国工場 

㈱大日製作所 

大日電機㈱ 

大日本住友製薬㈱ 総合研究所 

大日本土木㈱ 名古屋支店 

ダイハツ工業㈱ 本社(池田)工場 

ダイビル㈱  

㈱泰平商会 

太平電業㈱ 

太平電業㈱ 名古屋支店 

大平洋金属㈱ 

太平洋セメント㈱ 東北支店 

大平洋ランダム㈱  

㈱ダイヘン 

㈱ダイヘン 九州支社 

㈱ダイヘン 中国支社 

㈱ダイヘン 中部支社 

㈱ダイヘン 東京支社 

㈱ダイヘン 東北支社 

㈱ダイヘン 北海道支社 

㈱ダイヘン 六甲事業所 

大豊産業㈱ 

大明ネットワーク㈱ 

太陽石油㈱ 四国事業所 

太洋電機㈱ 

太陽電気㈱ 

大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱ 堺支店 

㈲平良設備工業 

泰和電気工業㈱ 

大和電機産業㈱ 

大和電工㈱ 

大和物流㈱ 
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田岡化学工業㈱ 

㈱高島屋ファシリティーズ事業部関西事業所 京都  

高松商工会議所 

高松信用金庫 

タカモリコウギョウ 

高山建設工業㈱ 

宝酒造㈱ 伏見工場 

タカラスタンダード㈱ 大阪工場 

宝田電産㈱ 

瀧上工業㈱  

㈱タクシンエンジニア 

㈱田口商会 

㈱田窪工業所 

田熊工業㈱ 

武田薬品工業㈱ 大阪工場 

㈱竹中工務店 九州支店 

㈱竹中工務店 東北支店 

㈱竹中工務店 名古屋支店 

㈱竹中土木 東北支店 

㈱竹中土木 広島支店 

㈲竹久 

㈱タダノ 

㈱多田文房堂 

㈱立花エレテック 

橘火力港湾サービス㈱ 

タツタ電線㈱ 

タツヲ電気㈱ 

㈱立芝 

立山黒部貫光㈱ 

多度津造船㈱ 

㈱田中化学研究所 

田中精密工業㈱ 

棚橋電機㈱ 

田辺工業㈱ 北陸支店 

田辺三菱製薬㈱ 加島事業所 

㈱谷川電機製作所 

多摩電気工事㈱ 

田村電気管理事務所 

㈱タワーライン・ソリューション 

㈱丹新ビルサービス 

(独)地域医療機能推進機構大阪病院 

チクシ電気㈱ 

㈱地工 

知多エル・エヌ・ジー㈱ 

知多桟橋管理㈱ 

千葉県電気協会 

(一社)中央電気倶楽部 

中央電氣建設㈱ 

中央電気工事㈱ 

㈲中央電機製作所 

㈱中央電気保安協会 

㈲中央電設 

中央電力ソリューション㈱ 

中央日土地ビルマネジメント㈱ 

中央労働災害防止協会 

中外印刷所 

中京テレビ放送㈱ 

中工開発㈱ 

中興電機㈱ 

中国計器工業㈱ 

中国経済連合会 

中国高圧コンクリート工業㈱ 

中国生産性本部 

中国地方電気工事業協同組合 

(一社)中国電気管理技術者協会 

中国電機製造㈱ 

(一財)中国電気保安協会 

中国電力㈱ 

㈱中国パワーシステム 

中国ベンド㈱ 

㈱中電オートリース 

中電環境テクノス㈱ 

中電技術コンサルタント㈱ 

㈱中電工 
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中電興業㈱ 

中電工業㈱ 

中電配電サポート㈱ 

㈱中電シ－ティ－アイ 

中電不動産㈱ 

中電プラント㈱ 

中電防災㈱ 

中電輸送サービス㈱ 

中部液酸㈱ 

中部大口電力需要家協議会 

中部ケーブルネットワーク㈱ 

中部原子力懇談会 

中部興業㈱ 

中部精機㈱ 

(一社)中部電気管理技術者協会 

中部電気工事業協同組合 

中部電気工事業組合連合会 

中部電気工事協力会連合会 

(一財)中部電気保安協会 

(公財)中部電気利用基礎研究振興財団 

中部電力㈱ 

中部土木㈱ 

中部日本放送㈱ 

中部ネオン業協同組合 

㈱中部プラントサービス 

中部リサイクル㈱ 

中部冷熱㈱ 

中立電機㈱ 

㈱千代田組 

㈱千代田組 関西支店 

㈱千代田組 九州支店 

㈱千代田組 四国支店 

㈱千代田組 中部支店 

㈱千代田組 東北支店 

千代田工販㈱ 

千代田工販㈱ 北陸支店 

千代田商事㈱ 電力事業グループ 名古屋営業所 

通研電気工業㈱ 

津嘉山電水社 

㈱月寒製作所 

㈱月星製作所  

津田電線㈱ 

㈱椿本スプロケット 

㈱椿本チエイン 京田辺工場 

㈱椿本チエイン 長岡京工場 

ＴＤＭ㈱  

Ｄ－パワーシステムズ㈱ 

ＴＭＥＳ㈱ 

テイカ㈱ 大阪工場 

ＴＤＭ東北販売㈱ 

ＴＰＲ工業㈱ 

テクノ・サクセス㈱ 

㈱テクノス北海道 

㈱テクノ中部 

鉄建建設㈱ 東北支店 

デノラ・ぺルメレック㈱ 岡山事業所 

テプコカスタマーサービス㈱ 

㈱テプコシステムズ 

デルタ電気工業㈱ 

テルモ山口㈱ 

照屋電気工事㈱ 

テレビ愛知㈱ 

㈱テレビ愛媛 

㈱テレビ新広島 

㈱デンカ 

デンカ㈱ 大牟田工場 

デンカ㈱ 青海工場 

(一財)電気安全環境研究所 

(一財)電気技術者試験センター 

(一社)電気倶楽部 

電気興業㈱ 広島支店 

(一財)電気工事技術講習センター 

電機資材㈱ 

㈱電気書院 
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㈱電気ビル 

でんきほあん協同組合 

㈱電研 

電源開発㈱ 

電源開発㈱ 中部支店 

電源開発㈱ 西日本支店 

電源開発㈱ 西日本支店 福岡事務所 

電源開発㈱ 東日本支店 

電源開発㈱ 東日本支店 北海道事務所 

電源開発送変電ネットワーク㈱ 

(一財)電子科学研究所 

㈱電制 

㈱でんそく 

㈱電通 関西支社 

(一社)電動車両用電力供給システム協議会 

テンパール工業㈱ 

テンパール工業㈱ 四国支店 

㈱電友社 

㈱電洋社 

㈱電陽社 

(宗)天理教  

㈱電力サポート中国 

(一社)電力情報技術ネットワーク 

(一財)電力中央研究所 

㈱天禄商会 

㈱土井製作所 

東亜建設工業㈱ 東北支店 

東亜建設工業㈱ 中国支店 

東亞合成㈱ 高岡工場 

東亞合成㈱ 徳島工場 

東亞合成㈱ 名古屋工場 

トゥーホームサービス㈲ 

東映㈱ 京都撮影所 

東海工営㈱ 

東海コンクリート工業㈱ 

東海テレビ放送㈱ 

東海電業㈱ 

東海メンテナンス㈱ 

東急建設㈱ 

東急電鉄㈱ 

㈱東急パワーサプライ 

㈱東京エネシス 

東京ガス㈱ 

東京産業㈱ 

東京産業㈱ 名古屋支店 

東京製綱㈱ 堺工場 

東京製鐵㈱ 九州工場 

東京地下鉄㈱ 

(公社)東京電気管理技術者協会 

(一社)東京電業協会 

東京電設サービス㈱ 

東京電力ホールディングス㈱ 

東京都交通局 

東京都市サービス㈱ 

東京都電力協会 

東京二十三区清掃一部事務組合 

東京熱エネルギー㈱ 

東京発電㈱ 

東京パワーテクノロジー㈱ 

東京レコードマネジメント㈱ 

㈱トウゲン 

㈱東光クリエート 

㈱東光高岳 

㈱東光高岳 総務部総務Ｇ（名古屋）  

㈱東光高岳 中部支社 

㈱東光高岳 東北支社 

東光電気工事㈱ 

東光電気工事㈱ 中部支社 

東光電気工事㈱ 東北支社 

東光電設㈱ 

(学)同志社 

㈱東芝 中国支社 

㈱東芝 北陸支社 

東芝ＩＴコントロールシステム㈱ 
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東芝エネルギーシステムズ㈱ 

東芝エネルギーシステムズ㈱ 九州支社 

東芝エネルギーシステムズ㈱ 四国支社 

東芝エネルギーシステムズ㈱ 北海道支社 

東芝エネルギーシステムズ㈱ 中部支社 

東芝エネルギーシステムズ㈱ 東北支社 

東芝電材マーケティング㈱ 

東芝プラントシステム㈱ 

東芝ライテック㈱ 電材営業統括部 中四国営業部 

東芝ライフスタイル㈱ 

㈱道新総合印刷 

東神電気㈱ 

東神電工㈱ 大垣工場 

東神電材㈱ 

東ソー・ゼオラム㈱ 

東ソー日向㈱ 

東テク㈱ 

東電設計㈱ 

東電タウンプランニング㈱ 

東電同窓電気㈱ 

東電物流㈱ 

東電不動産㈱ 

東電フュエル㈱ 

東電用地(株) 

㈱東配工 

㈱東部電気土木 

㈱東邦アーステック 黒埼事業所 

東邦ガス㈱ 

東邦電気㈱ 

ＴＯＨＯ㈱ 東北支店 

東宝ビル管理㈱ 

東北インテリジェント通信㈱ 

東北インフォメーション・システムズ㈱ 

東北エアサービス㈱ 

東北エネルギー懇談会 

東北エネルギーサービス㈱ 

㈱東北開発コンサルタント 

(公財)東北活性化研究センター 

東北計器工業㈱ 

東北計器工業㈱ 営業本部 盛岡営業所 

東北計器工業㈱ 営業本部 新潟営業所 

東北計器工業㈱ 営業本部 福島営業所 

(一社)東北経済連合会 

東北三和鋼器㈱ 

東北自然エネルギー㈱ 

東北送配電サービス㈱ 

東北電化工業㈱ 

(一社)東北電気管理技術者協会 

道北電気工事業協同組合 

東北電機製造㈱ 

(一財)東北電気保安協会 

(公財)東北電業会 

東北天然ガス㈱ 

東北電力㈱ 

東北電力㈱ 八戸火力発電所 

東北電力ネットワーク㈱ 

東北電力ネットワーク㈱ 栗原登米電力センター 

東北電力ネットワーク㈱ 白石電力センター 

東北電力ネットワーク㈱ 新潟電力センター 

東北電話㈱ 

東北中川工業㈱ 

東北那須電機㈱ 

東北七県電気工事組合連合会 

東北発電工業㈱ 

東北発電工業㈱ 酒田支社 

東北ポートサービス㈱ 

東北ポール㈱ 

東北緑化環境保全㈱ 

東洋アルミニウム㈱ 八尾製造所 

東洋クロス㈱ 

東洋建設㈱ 

東洋建設㈱ 中国支店 

東洋製罐㈱ 大阪工場 

東洋製罐㈱ 滋賀工場 
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東洋精機㈱ 

東洋整機樹脂加工㈱ 

ＴＯＹＯ ＴＹＲＥ㈱ 

東洋電化工業㈱ 

東洋電気工事㈱ 

東洋電機製造㈱ 

㈱東洋電業 

㈱東洋バルブ製造所 

東洋ビルメンテナンス㈱ 大阪支社 

東洋紡㈱ 

東洋紡㈱ 敦賀事業所 

東洋紡㈱ 富山事業所 庄川工場 

東洋紡㈱ 総合研究所 

㈱東予電機工業所 

東り㈱ 伊丹工場 

㈱東和 

東和電機工業㈱ 

東和電商㈱ 

ＤＯＷＡホールディングス㈱ 秋田事業所 

㈱トーエネック 

㈱トークス 

㈱トーテック 

ＴＯＴＯ㈱ 小倉第一工場 

十勝電気工事業協同組合 

㈱戸上電機製作所 

㈱戸上電機製作所 中国オフィス 

㈱戸上電機製作所 北陸オフィス 

㈱戸上電機製作所 北海道オフィス 

㈱戸上デンソー 

㈱十川ゴム 堺工場 

㈱トキハ 

徳島県企業局 

徳島商工会議所 

㈱徳島大正銀行 

㈱トクヤマ  

㈱徳山電機製作所 

徳倉建設㈱ 

とさでん交通㈱ 

戸田建設㈱ 東北支店 

戸田建設㈱ 名古屋支店 

㈱戸田産業 

戸田電気鉄興㈱ 

栃木県電気協会 

栃木県電気工事㈱ 

鳥取県電気工事業工業組合 

トノカワ電業㈱ 

戸畑共同火力㈱ 

トピー工業㈱ 豊橋製造所 

飛島建設㈱ 東北支店 

飛島建設㈱ 名古屋支店 

苫小牧電気工事業協同組合 

苫東コールセンター㈱  

社会医療法人友愛会 友愛医療センター 

㈱富田電機製作所 

㈱ドミックスコーポレーション 

㈱巴コーポレーション 東北支店 

富山共同自家発電㈱ 

富山県企業局 

富山県電気工事工業組合 

富山商工会議所 

富山スガキ㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

富山電気ビルデイング㈱ 

豊中市伊丹市クリーンランド 

豊中市上下水道局 柴原浄水場 

豊橋鉄道㈱ 

㈱酉島製作所 九州支店 

ナイカイ塩業㈱ 

内外電機㈱ 

ナイテック･プレシジョン･アンド･テクノロジーズ㈱ 

 加賀工場 

㈱中川水力 

中川電気工業㈱ 

㈱永木精機 
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㈱中北電機 

㈲仲建工業 

長崎県電気工事業工業組合 

長崎交通産業ビル管理組合 

ナカシマプロペラ㈱ 

㈱ナカテック 

㈱中西可鍛鋳鉄所 

中西金属工業㈱ 

㈱中西電気 

中西電機㈱ 

中西電業㈱ 

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱ 

㈱長沼電業社 

長野愛知電機㈱ 

㈲中間浄水 

㈲仲村電気工事社 

名古屋鉄道㈱ 

名古屋テレビ放送㈱ 

名古屋電気㈱ 

㈱名古屋東急ホテル 

名古屋熱供給㈱ 

那須電機鉄工㈱ 

那覇電気工事業協同組合 

㈱那覇電工 

奈良県電気工事工業組合 

鳴門塩業㈱ 

南海化学㈱ 土佐工場 

南海電気鉄道㈱ 

南海放送㈱ 

南光開発㈱ 

南西電設㈱ 

南部電工㈱ 

㈱南北社 

南茂電設㈱ 

新潟県企業局 

新潟県電気工事工業組合 

新潟交通㈱ 

(一社)新潟電設業協会 

新潟配電工事㈱ 

仁尾興産㈱ 

西川コミュニケーションズ㈱ 

西川電業㈱ 

西技工業㈱  

㈱にしけい 

西日本環境エネルギー㈱ 

西日本空輸㈱ 

西日本鉄道㈱ 

西日本電線㈱ 

西日本プラント工業㈱ 

西日本放送㈱ 

西日本技術開発㈱ 

西日本高速道路エンジニアリング関西㈱ 

西日本高速道路エンジニアリング九州㈱ 

西日本電気鉄工㈱ 

(一財)西日本文化協会 

西松建設㈱ 

西松建設㈱ 九州支社 

西松建設㈱ 四国支店 

西松建設㈱ 札幌支店 

西松建設㈱ 中国支店 

西松建設㈱ 中部支店 

西松建設㈱ 北日本支社 

西松建設㈱ 西日本支社 

ニシム電子工業㈱ 

㈲西和賀電工 

日亜鋼業㈱ 

ニチアス㈱ 九州支社 

ニチアス㈱ 四国営業所 

ニチコン㈱ 東京支店 

日電工業㈱ 

日動電工㈱ 

㈱ニチフ端子工業 

日米礦油㈱ 九州支店 

日華化学㈱ 



会員名簿 （ 法人正会員 ・ 法人会員  50 音順 ） 

日九興産㈱ 

㈱日金 埼玉工場 

日幸電機㈱ 

日幸電設㈱ 

日光二社一寺自家用協同組合 

日産化学㈱ 富山工場 

ＮＩＳＳＨＡ㈱ 

日章電気工事㈱ 

日信化学工業㈱ 

日清食品㈱ 関西工場 

日新製糖㈱ 今福工場 

日新電機㈱ 

日新電機㈱ 東北支店 

日新電機㈱ 北海道支店 

日世㈱ びわ湖工場 

新田ゼラチン㈱ 

日鉄ケミカル＆マテリアル㈱ 九州製造所 

日鉄鉱業㈱ 鳥形山鉱業所 

日鉄鋼板㈱ 西日本製造所〔堺地区〕 

日鉄ステンレス㈱ 山口製造所（光エリア） 

日鉄精鋼㈱ 

日鉄精密加工㈱ 

日東工業㈱ 

㈱日特スパークテックＷＫＳ さつま工場 

㈱ニップン 大阪工場 

ニッポー㈱ 

日本カーバイド工業㈱ 魚津・早月工場 

日本ガイシ㈱ 福岡営業所 

日本ガイシ㈱ 北陸営業所 

日本ガイシ㈱ 札幌営業所 

日本銀行 大阪支店 

日本銀行 京都支店 

日本軽金属㈱ 蒲原製造所 

ニッポン高度紙工業㈱ 

日本車輌製造㈱ 

日本新薬㈱ 東部創薬研究所 

日本新薬㈱ スパイス工場 

㈱日本政策投資銀行 東北支店 

日本製紙㈱ 釧路工場 

日本製紙パピリア㈱ 吹田工場 

日本製紙㈱ 白老工場  

日本精線㈱ 枚方工場 

日本製鉄㈱ 関西製鉄所 和歌山地区（堺） 

日本製鉄㈱ 九州製鉄所 大分地区 

日本製鉄㈱ 九州製鉄所 八幡地区 

日本製鉄㈱ 瀬戸内製鉄所 阪神地区（東予） 

日本製鉄㈱ 名古屋製鉄所 

日本製鉄㈱ 東日本製鉄所釜石地区 

日本製鉄㈱ 室蘭製鐵所 

日本製鉄㈱ 瀬戸内製鉄所［阪神地区（大阪)］ 

日本製鉄㈱ 瀬戸内製鉄所［阪神地区（堺）］ 

日本電機㈱ 

日本電気㈱ 九州支社 

(一社)日本電機工業会 

日本電気㈱ 四国支社 

日本電気㈱ 東北支社 

日本電設工業㈱ 

日本電設工業㈱ 東北支店 

日本電設工業㈱ 北海道支店 

日本ピラー工業㈱ 三田工場 

日本フィールド・エンジニアリング㈱ 

日本ペイント㈱ 大阪事業所 

日本放送協会 広島放送局 

日本放送協会 福岡拠点放送局 

日本放送協会 大阪拠点放送局 

日本放送協会 名古屋拠点放送局 

日本放送協会 松山拠点放送局 

日本リーテック㈱ 東北地区電力支社 

日本圧延工業㈱ 滋賀工場 

日本安全産業㈱ 

日本板硝子㈱ 京都事業所 

日本板硝子㈱ 舞鶴事業所 

日本カーボン㈱ 富山工場 

日本海エル・エヌ・ジー㈱ 
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日本海環境サービス㈱ 

日本海建興㈱ 

日本海コンクリート工業㈱ 

日本ガイシ㈱ 

日本ガイシ㈱ 高松営業所 

日本ガイシ㈱ エネルギーインフラ事業本部 

 営業部東京営業所 

日本ガイシ㈱ 仙台営業所 

日本ガイシ㈱ 電力事業本部 大阪営業所 

日本碍子㈱ 広島営業所 

日本海商事㈱ 

日本海発電㈱ 

日本カタン㈱ 

日本貨物鉄道㈱ 東北保全技術センター 

日本基礎技術㈱ 東北支店 

日本空調サービス㈱ 

日本空調サービス㈱ 名古屋支店 

㈱日本経済新聞社 大阪本社 

(一社)日本原子力産業協会 

日本原子力発電㈱ 

日本原子力保険プール 

日本原子力防護システム㈱ 

日本建設工業㈱ 

日本建設工業㈱ 四国事業所 

日本原燃㈱ 

日本高圧電気㈱ 

日本高圧電気㈱ 東京営業所 

日本工営㈱ 

日本コンクリート工業㈱ 

日本盛㈱ 

(一社)日本照明工業会 

日本新金属㈱ 

日本製鋼所Ｍ＆Ｅ㈱  

日本製紙㈱ 岩国工場 

日本製薬㈱ 大阪工場 

日本総合住生活㈱ 大阪支社 

日本曹達㈱ 高岡工場 

日本曹達㈱ 二本木工場 

日本たばこ産業㈱ 九州工場 

日本地工㈱ 

日本テクノ㈱ 

(一社)日本鉄塔協会 

(公社)日本電気技術者協会 

(公社)日本電気技術者協会 九州支部 

(公社)日本電気技術者協会 北陸支部 

(公社)日本電気技術者協会 北海道支部 

日本電気計器検定所 

日本電気計器検定所 沖縄支社 

日本電気計器検定所 関西支社 

日本電気計器検定所 関西支社 京都事業所 

日本電気計器検定所 九州支社 

日本電気計器検定所 四国支社 

日本電気計器検定所 中国支社 

日本電気計器検定所 中部支社 

日本電気計器検定所 東北支社 

日本電気計器検定所 北陸支社 

日本電気計器検定所 北海道支社 

(一社)日本電機工業会 名古屋支部 

(一社)日本電気工事士協会 

日本電機産業㈱ 

日本電検㈱ 

(一社)日本電設工業協会 

(一社)日本電設工業協会 中国支部 

(一社)日本電線工業会 

(一社)日本電力ケーブル接続技術協会 

(一社)日本動力協会 

㈱日本特殊管製作所 

日本トランスシティ㈱ 

㈱日本ネットワークサポート 

㈱日本ネットワークサポート 佐野工場 

日本ノボパン工業㈱ 堺工場 

(一社)日本配電制御システム工業会 

(一社)日本配電制御システム工業会 東京支部 

日本ファシリオ㈱ 
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日本分蜜糖工業会 

日本放送協会 仙台拠点放送局 

日本放送協会 富山放送局 

日本メンテナスエンジニヤリング㈱ 

日本リーテック㈱ 西地区電力支社 

㈱ニューオータニ九州 

㈱ニュージェック 

㈱ニューリース 

二和興産㈱ 

沼倉電気工事 

㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道 

㈱ネクステック 

㈱ネクステック 四国支店 

ノートルダム清心女子大学 

能代電設工業㈱ 

能勢電鉄㈱ 

㈱延岡十電舎 

㈱野村商店  

野村殖産㈱ 

㈱ノリタケカンパニーリミテド 久留米工場 

ハート通信㈱ 

ハウス美装工業㈱ 

㈱博多ステーションビル 

㈱白青舎 営業本部 西日本営業統括部 

 京都第二支店  

社会福祉法人柏芳会 田川新生病院 

函館地方電気工事協同組合 

㈱橋本店 

長谷川電機工業㈱ 

八景印刷㈱ 

博光電機㈱ 

㈱初田製作所 

(一財)発電設備技術検査協会 

発変電技術研究会 

パナソニック㈱ 

パナソニック㈱ 中部支店 

 

パナソニック㈱ ライフソリューションズ社 

 北陸電材営業所 

パナソニック㈱ ライフソリューションズ社 

 マーケティング本部 九州電材営業部 

パナソニック㈱ ライフソリューションズ社 

 沖縄電材営業所 

パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱ 

 東北社 

パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱ 

 東日本社 

パナソニック㈱ ライフソリューションズ社  

パナソニック㈱ ライフソリューションズ社 

 東北電材営業部 

ハピネスデンキ㈱ 関西支社 

㈱林ケミック 四国営業所 

早月川電力㈱ 

原口電設 

㈱パワー・エンジニアリング・アンド・トレーニングサービス 

パワーコムエンジニアリング㈱ 

阪急鉄工㈱ 丸亀工場 

阪急電鉄㈱ 

阪急阪神ビルマネジメント㈱ 

阪神国際港湾㈱大阪事業本部 

阪神水道企業団 

阪神電気鉄道㈱ 

(一財)阪大微生物病研究会 観音寺研究所 

バンドー化学㈱ 南海工場 

(学)阪南大学 

ピー・アンド・ジー㈱ 明石工場 

ＢＥＭＡＣ㈱ 

東大阪都市清掃施設組合 

東尾メック㈱ 

東日本興業㈱ 

㈱東日本テクノサーベイ 

東日本電気エンジニアリング(株) 

㈱比嘉電工 

光商工㈱ 
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光商工㈱ 大阪営業所 

光電気工事㈱ 

㈱日阪製作所 鴻池事業所 

㈱比謝川電気 

比謝川電気工事業協同組合 

日高商事㈱ 

㈱日立アイイ－システム 

(株)日立インダストリアルプロダクツ 

日立金属㈱ 安来工場 

㈱日立産機システム 中条事業所 

㈱日立製作所 

㈱日立製作所 関西支社 

㈱日立製作所 九州支社 

㈱日立製作所 四国支社 

㈱日立製作所 中国支社 

㈱日立製作所 中部支社 

㈱日立製作所 東北支社 

㈱日立製作所 北陸支社 

㈱日立製作所 北海道支社 

日立造船㈱ 築港工場 

日立造船㈱ 東北支社 

㈱日立パワーソリューションズ 

㈱日立物流 西日本統括本部 

日立三菱水力㈱ 

Ｈｉｔｚ総合サービス㈱ 

日之出化学工業㈱ 舞鶴工場 

㈱ヒメノ 

㈱ヒメノ 東京本社 

㈱ヒメノ 東北支店 

㈱百十四銀行 

兵庫県電気工事工業組合 

兵庫県立丹波医療センター 

兵庫パルプ工業㈱ 

ヒラヰ電計機㈱ 

枚方市上下水道局 

㈲平野綜合印刷社 

広島県電気工事工業組合 

広島電鉄㈱ 

ファーストライディングテクノロジー㈱ 

㈱ファインシンター 山科工場 

不易糊工業㈱ 

深田工業㈱ 

㈱深松組 

福井県電気工事工業組合 

㈱福岡銀行 渡辺通支店 

福岡県電気工事業工業組合 

福岡国際空港㈱ 

福岡商工会議所 

(学)福岡大学 

(一社)福岡電業協会 

㈱福岡放送 

福三商工㈱ 

福島県電気工事工業組合 

福島送電㈱ 

福田金属箔粉工業㈱ 京都工場 

㈱福田組 

福電興業㈱ 

フクビ化学工業㈱ 

㈱藤井大丸 

伏木海陸運送㈱ 

富士技研㈱ 

㈱フジクラ 

㈱フジクラ 中部支店 

フジケンエンジニアリング㈱ 

㈱藤工業 

富士高分子㈱ 

㈱不二越 

㈱藤崎 

不二製油㈱ 阪南事業所 

藤田電機工業㈱ 

㈱フジタ 名古屋支店 

富士通㈱ 

富士通㈱ 東北エネルギー営業部 

藤津碍子㈱ 
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フジテック㈱ 

富士電機㈱ 

富士電機㈱ 九州支社 

富士電機㈱ 四国支社 

富士電機㈱ 中国支社 

富士電機㈱ 東北支社 

富士電機㈱ 北陸支社 

富士電機㈱ 北海道支社 

富士電機㈱ 沖縄支社 

富士電機㈱ 関西支社 

富士電機㈱ 中部支社 

富士電機㈱ 松本工場 

富士フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱ 

 四国支社 

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱ 

 福岡支社 

富士フイルムヘルスケア㈱柏事業所 

富士フイルムマニュファクチァリング㈱ 

 富山事業所 

㈲富士見電設 

扶桑工業㈱ 

扶桑薬品工業㈱ 岡山工場 

(学)佛教教育学園 佛教大学 

㈱不動テトラ 

㈱船場組 

Ｂｌｏｏｍ Ｅｎｅｒｇｙ Ｊａｐａｎ㈱ 

フルエング㈱ 

古河電工パワーシステムズ㈱ 

古河機械金属㈱ 不動産本部 

古河ケミカルズ㈱ 大阪工場 

古川電気工業㈱ 

古河電気工業㈱ 

古河電気工業㈱ 九州支社 

古河電気工業㈱ 関西支社 

古河電気工業㈱ 中部支社 

古河電気工業㈱ 東北支社 

㈱古川電機製作所 

古河電池㈱ 北海道支店 

古河日光発電㈱ 

古庄電機産業㈱ 

㈱プログレス 

㈱プログレッシブエナジー 

㈲文化電気商会 

平和電機設備㈱ 

㈱平和電興 

㈱別川製作所 

宝生産業㈱ 

㈱朋電舎 

ほくでん情報テクノロジー㈱ 

㈱北栄社 

北越コーポレーション㈱ 特殊紙事業本部 長岡工場 

北越コーポレーション㈱ 洋紙事業本部 新潟工場 

北央電機工業㈱ 

ホクシン㈱ 

北振印刷㈱ 

北盛電設㈱ 

㈱北拓 

ほくでんエコエナジー㈱ 

北電技術コンサルタント㈱ 

北電興業㈱ 

ほくでんサービス㈱ 

北電産業㈱ 

北電情報システムサービス㈱ 

北電総合設計㈱ 

北電テクノサービス㈱ 

北電パートナーサービス㈱ 

北斗商事㈱ 

北配電業㈱ 

北部電気工事業協同組合 

北陽電材㈱ 

北陸エナジス㈱ 

北陸計器工業㈱ 

北陸通信ネットワーク㈱ 

北陸鉄道㈱ 
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(一社)北陸電気管理技術者協会 

北陸電気工事㈱ 

北陸電気工事組合連合会 

北陸電機製造㈱ 

(一財)北陸電気保安協会 

北陸電力㈱ 

㈱北陸電力リビングサービス 

北陸プラントサービス㈱ 

㈱北菱シティサービス 

㈱ポケット・クエリーズ 

星野電気㈱ 

北海商事㈱ 

㈱北海鉄工所 

北海電気工事㈱ 

北海道オフィス・マシン㈱ 

(公財)北海道科学技術総合振興センター 

北海道瓦斯㈱ 

北海道企業局 

北海道コンクリート工業㈱ 

北海道総合通信網㈱ 

北海道タツヲ電気ＫＫ 

北海道電機㈱ 

(一社)北海道電気管理技術者協会 

北海道電気技術サービス㈱ 

北海道電気工事業工業組合 

北海道電気資材卸業協同組合 

(一財)北海道電気保安協会 

(一社)北海道電業協会 

北海道電力㈱ 

北海道パワーエンジニアリング㈱ 

北海道古川電気工業㈱ 

北海道三井化学㈱ 

㈱北光電機製作所 

ボッシュ㈱ 

㈱ホライズン・ホテルズ広島ホテル事業所 

 ANAクラウンプラザホテル広島 

㈱堀場製作所 

㈱本間組 

本間電機㈱ 

(宗)ほんみち 泉南支部 

㈱毎日ビルディング 

㈱前川製作所 四国支店 

前田建設工業㈱ 

前田建設工業㈱ 九州支店 

前田建設工業㈱ 北陸支店 

前田建設工業㈱ 中国支店 

前田建設工業㈱ 中部支店 

前田建設工業㈱ 東北支店 

前田建設工業㈱ 北海道支店 

マエダ電気工事㈱ 

㈱前田電機製作所 

㈱増岡組 広島本店 

松井金網工業㈱ 

松浦電機システム㈱ 

松江土建㈱ 

松澤電気工事㈱ 

マツダ㈱ 

㈲松本電設 

松本油脂製薬㈱ 

松山商工会議所 

馬渕川電気㈱ 

㈲マヤマテクニカル 

丸一鋼管㈱ 堺工場 

㈱マルエム商会 名古屋支店 

丸亀菱電テクニカ㈱ 

㈱マルシン電気 

㈱丸高 

丸紅㈱ 東北支社 

㈲丸良電建工業 

㈱万成社 

㈱三池火力発電所 三池発電所 

三浦工業㈱ 

三浦電機㈱ 

三重県企業庁 
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三木特種製紙㈱ 

三桜電気工業㈱ 

水島機工㈱ 

水島合金鉄㈱ 

水谷ペイント㈱ 

㈱美鷹 福岡支店 

三谷伸銅㈱ 

三井Ｅ＆Ｓホールディングス 玉野総合事務所 

三井化学㈱ 大牟田工場 

三井住友建設㈱ 九州支店 

三井住友建設㈱ 静岡支店 

三井住友建設㈱ 東北支店 

三井住友建設㈱ 広島支店 

三井造船特機エンジニアリング㈱ 

三井物産(株) 

三井物産㈱ 四国支社 

三井物産㈱ 東北支社 

三井物産プラントシステム㈱ 

 西日本支社 九州支店 

三井物産プラントシステム㈱ 中部支社 

三井不動産ファシリティーズ・ウエスト㈱ 

満長建設工業㈱ 

三葉電機工業㈱ 

三菱ガス化学㈱ 浪速製造所 

三菱ガス化学㈱ 四日市工場 

三菱ケミカル㈱ 

三菱ケミカル㈱ 福岡事業所 

三菱ケミカル㈱ 岡山事業所 

三菱自動車工業㈱ 岡崎製作所 

三菱自動車工業㈱ 京都製作所 

三菱重工業㈱ 

三菱重工業㈱ 長崎造船所 

三菱重工業㈱ 北海道支社 

三菱重工業㈱ 関西支社 

三菱重工業㈱ 四国支社 

三菱重工業㈱ バリューチェーン本部 

三菱重工工作機械㈱ 

三菱商事㈱ 

三菱商事㈱ 九州支社 

三菱商事ＲtＭジャパン㈱ 

三菱商事㈱ 四国支店 

三菱商事㈱ 中部支社 

三菱商事㈱ 東北支社 

三菱商事パワーシステムズ㈱ 

三菱商事パワーシステムズ㈱ 東北支店 

三菱商事パワーシステムズ㈱ 中部支店 

三菱商事ライフサイエンス㈱ 土浦工場 

三菱製紙㈱ 京都工場 

三菱電機㈱ 

三菱電機㈱ 関西支社 

三菱電機㈱ 九州支社 

三菱電機㈱ 京都製作所 

三菱電機㈱ 京滋支店 

三菱電機㈱ 四国支社 

三菱電機㈱ 受配電システム製作所 

三菱電機㈱ 中国支社 

三菱電機㈱ 中部支社 

三菱電機㈱ 東北支社 

三菱電機㈱ 長崎製作所 

三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 

 東日本本部 北海道支社 

三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 

 東日本本部 東北支社 

三菱電機㈱ 北陸支社 

三菱電機㈱ 北海道支社 

三菱パワー㈱ 

三菱パワー㈱ 中国支社 

三菱パワー㈱ 東北支社 

三菱パワー㈱ 長崎工場 

三菱パワー㈱ 北陸支社 

三菱パワー㈱ 北海道支社 

三菱パワー㈱ 九州支社 

三菱パワー㈱ 高砂工場 

三菱パワー㈱ 中部支社 
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三菱マテリアル㈱ 秋田製錬所 

三菱マテリアル㈱ 三宝製作所 

三菱マテリアル㈱ 東北支店 

㈱三ッ星 滋賀工場 

㈱三ッ星 羽曳野工場 

三ツ星ベルト㈱ 名古屋工場 

三丸電機工業㈱ 

三元バルブ製造㈱ 

ミナベ化工㈱ 

南電気工事㈱ 

南日本くみあい飼料㈱ 志布志工場 

南日本くみあい飼料㈱ 谷山工場 

㈱南日本総合サービス 

㈱三森屋 

(一社)宮城県経営者協会 

(一財)宮城県下水道公社 

宮城県電気工事工業組合 

㈲ミヤギ電工 

宮古製糖㈱ 

宮古電気工事業協同組合 

㈱宮崎銀行 福岡支店 

宮崎県 企業局 

宮崎県電気工事業工業組合 

㈲宮里電気 

㈲宮里電水工業 

宮地電機㈱ 

㈱ミライト・テクノロジーズ 

㈱美和電機 

美和電気工業㈱ 東北支社 

美和電気工業㈱ 北海道支社 

宗像総合開発㈱ 

㈱村上製作所 

㈱村上電気工業所 

村田機械㈱ 

室蘭地方電気工事業協同組合 

名工建設㈱ 

明工産業㈱ 

明工産業㈱ 山形工場 

㈱明光社 

名光電気工事㈱ 

㈱明治 大阪工場 

㈱明治 関西工場 

㈱明治 京都工場 

明治油脂㈱ 

名伸電機㈱ 

名神電機㈱ 

名伸電機㈱ 九州支店 

㈱メイツ中国 

㈱名鉄百貨店 

名鉄ビルディング管理㈱ 

㈱明電エンジニアリング 

㈱明電舎 

㈱明電舎 九州支店 

㈱明電舎 北陸支店 

㈱明電舎 関西支社 

㈱明電舎 中部支社 

㈱明電舎 東北支店 

㈱明電舎 北海道支店 

名東電気工事㈱ 

名菱電子㈱ 

㈱メイワイーシー 

㈱明和電設 

㈱メジャーシステム 

㈱メックステクノ西日本 

メテック㈱ 

㈱モリ技研 

守口市水道局 

森定興商㈱ 福岡支店 

森実運輸㈱ 西条支店 四電営業所 

㈱守谷商会 

㈱守谷商会 大阪支店 

㈱守谷商会 中国支店 

㈱守谷商会 東北支店 

㈱守谷商会 北海道支店 
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モリマシナリー㈱ 

㈱森本組 広島支店 

㈱森山電機製作所 

㈱ＭＯＬＤＩＮＯ 野洲工場 

八重山電気工事業協同組合 

八木建設工業㈱ 

柳沼電機工業㈱ 

弥栄電線㈱ 

矢崎エナジーシステム㈱ 

矢崎エナジーシステム㈱ 名古屋支店 

矢崎総業四国販売㈱  

㈱安川電機 

㈱安田製作所 

ヤナギ電設工業㈱ 

山形化成㈱ 

㈱山形環境エンジニアリング 

山形県企業局 

山形県電気工事工業組合 

㈱山形電気調整所 

㈱山川電気 

山口県企業局 

山口県電気工事工業組合 

山口県電力協議会 

山口産業㈱ 

山崎製パン㈱ 京都工場 

ヤマザキマザック㈱ 

㈱山正印刷 

山城電設 

山田化学工業㈱ 

山梨県電気協会 

ヤンマーエネルギーシステム㈱ 名古屋支店 

㈱ユアテック 

㈱ユアテック 青森支社 

㈱ユアテック 秋田支社 

㈱ユアテック 岩手支社 

㈱ユアテック 東京本部 

㈱ユアテック 新潟支社 

㈱ユアテック 福島支社 

㈱ユアテック 宮城支社 

㈱ユアテック 山形支社 

㈱ユーメディア 

㈱ユーラスエナジーホールディングス 

㈱ユニオン 

㈱ユニオンテック 

㈱ユニゾーン 

ユニチカ㈱ 

横江電気工事㈱ 

㈱横川目電業 

㈱横田工業商会 

横浜ゴム㈱ 三重工場 

吉岡電気工業㈱ 

吉松電装㈱ 

ヨツギ㈱ 

よつ葉乳業㈱ 

淀川計装㈱ 

淀川電機製作所 

米沢電線㈱ 

米沢電線㈱ 営業本部 

㈱読売新聞 大阪本社 

四電エナジーサービス㈱ 

四電エンジニアリング㈱ 

㈱四電技術コンサルタント 

㈱四電工 

四電ビジネス㈱ 

㈱よんでんメディアワークス 

ラサ工業㈱ 大阪工場 

㈱リーガロイヤルホテル広島 

リグナイト㈱ 

理研ビタミン㈱ 大阪工場 

リコージャパン㈱ 宮城支社 

利昌工業㈱ 

利尻電業㈱ 

㈱立業社 

(学)立命館 
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㈱リブドゥコーポレーション 

㈱琉球銀行 

りゅうでん㈱ 

菱光商事㈱ 

㈱菱熱 

レンゴー㈱ 金津工場 

レンゴー㈱ 尼崎工場 

レンゴー㈱ 松山工場 

㈱ロイヤルホテル 

㈱ロイヤルホテル リーガロイヤルホテル京都 

ロート製薬㈱ 

ローム㈱ 

ＹＫＫ㈱ 黒部事業所 

ＹＫＫ ＡＰ㈱ 東北製造所 

㈱ワイム 

若築建設㈱ 中国支店 

和歌山共同火力㈱ 

和歌山県電気工事工業組合 

㈱わだ電気設備事務所 

㈱渡辺土木 

渡部工業㈱ 

㈱渡会電気土木 


