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   ●印反転機 その他棚 

 

  松下精工㈱藤沢工場    日化電機㈱名張工場    ㈱リッチエル富山 

  車体工業㈱寒川      川崎製鉄㈱君津      T.G.K㈱ 

  信越ポリマ－㈱糸魚川   G.E プラスチック㈱真岡  未来工業㈱茨城 

  ニスカ㈱山梨       カルソニック㈱厚木    G.A.C㈱穂高 

  オカムラ製作所㈱横須賀  日本化研㈱静岡      東北イノアック㈱古川 

  ユニシアジェックス㈱厚木 山下電機㈱山梨      積水化学工業㈱東京 

  市光工業㈱大泉      トリニテイ工業㈱     クニモリ化学㈱名古屋 

  群馬ダイカスト㈱伊勢崎  ㈱ブリジストン東京    住友ベ－クライト㈱横浜 

  ヤマハ㈱浜松       セイラ－万年筆㈱蓮田   ㈱栃木ニコン大田原    

  日本アキムレ－タ－㈱静岡 ●松下電工㈱栗東      ●日立金属㈱真岡       

  豊田合成㈱        関東精機㈱前橋      デュポン.ジャパン㈱宇都宮 

住友重機㈱田無      サンウェブ工業㈱桐生   大東電機㈱春日部     

サンデン㈱伊勢崎     三菱鉛筆㈱鶴見      日本工業ゴム㈱徳島     

岩手吉田工業㈱      チノン㈱諏訪       コダマ樹脂工業㈱那須    

日本デンソ－㈱安城    住友重機㈱横須賀     凸版印刷㈱          

日立栃木マテリアル㈱   三協精機㈱諏訪      サウンドモ－ルディング㈱   

ペンテルケミカル㈱    日産デ－デル㈱太田    電気化学工業㈱千葉     

京セラ㈱岡谷       ネグロス電工㈱滋賀    東芝機器㈱前橋       

ザッツ福島㈱       静岡吉田工業㈱      米沢電線㈱         

松下電器㈱静岡      浜田和歌山㈱       ●TOTO エンﾌﾟレス㈱     

東北エプソン㈱      ミツミニュ-テック㈱水戸  パイロット㈱伊勢崎     

相模原部品工業㈱     ポリハイソリジュウル㈱  武生松下電器㈱       

藤倉プラスチック㈱石岡  古河樹脂加工㈱      旭化成テクノプラス㈱    

㈱東北タチバナ      三桜工業㈱古河      住重テクノセンタ－㈱    

●オ－トリブイズミ㈱厚木  ●キャノンコンポ－ネンツ㈱ 三井住友ポリオレフィン㈱  

キャノン㈱美里      モールド研究所㈱     福島キャノン㈱ 

●キャノン㈱本社      リコ－㈱厚木       ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｵﾌﾟﾄﾌﾟﾗﾀﾞｸﾄ㈱山梨 

コニカミノルタ㈱相模原  太陽精機㈱ 琵琶湖    アイキ工業㈱ 

●松下電工㈱滋賀      住友化学㈱千葉      ｱｷﾀﾌｧｲﾝﾌﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ㈱ 

●気高電機㈱        サンキャスト㈱      東洋ラジエ－タ㈱ 

●東陶エンプラ㈱      GAC㈱穂高        ●名古屋松下電工㈱ 

●住友電装㈱        ヤマハ発動機㈱磐田    ●スタ－精密㈱ 
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ｶﾙｿﾆﾂｸｶﾝｾｲ㈱        東北タチバナ㈱     ユニマック㈱ 

三菱電機㈱藤岡       ●常磐谷沢製作所㈱    明治ナショナル工業(株) 

●刈谷熱錬工業㈱       ●三ッ星㈱ 

高木工業㈱         イオインダストリ－㈱ 

ｻﾞｯﾂ福島㈱         ●不二電子㈱       フド－(株) 

●東洋機械金属㈱       ●三桜工業㈱       牧野フライス(株) 

日立ﾎｰﾑ&ﾗｲﾌｿﾘｭ-ｼｮﾝ㈱    ●日立サイエンス(株)   キャステク(株) 

●岡村製作所㈱        三星工業㈱       日東光学㈱ 

●ｾﾞｵﾝﾉ-ｽ㈱          ●住電ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸｽ㈱     ●ｷｬﾉﾝﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ㈱ 

●広島ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ㈱        和興ﾌｨﾙﾀ-ﾃｸﾉﾛｼﾞ-㈱    ｲﾝﾃｸﾞﾘｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 

日本ｾﾞｵﾝ㈱          トリニテイ㈱         名和興産㈱ 

●昭和高分子㈱龍野       ●椿本ﾁ-ｴﾝ㈱        ｶﾙｿﾆｯｸﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ㈱ 

●小糸製作所㈱静岡       東洋ﾚｯｸｽ㈱        ﾘｽﾊﾟｯｸ㈱山梨 

●大嶋電機㈱          日本精機㈱        ●日本板硝子㈱ 

●日立原町電子㈱        朝日松下電工㈱      三菱ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｵｳﾗｽﾁｯｸ㈱ 

●太陽精機(株)         今仙電機(株)      ●ゼロックス(株) 

●パナソニックコミュニケーションズ(株)         キャノン電子(株)美里工場 

●コニカミノルタオプトプロダクト(株)山梨工場      ●牧野中国上海工場 

●ダイナテックス（中国）天津工場 日本ゼオン(株)    ●山宗(株) 

白銅(株)郡山工場       大分キャノンマテリアル㈱大分事業所 

日本インテグリスジャパン(株) 豊生ブレーキ工業㈱   サヤシ工業㈱広島工場 

●古河ロックドリル(株)高崎工場 ㈱シグマ        矢崎部品(株)大浜工場 

●(株)デムス          ㈱シマファインプレス  ●四国メーコー(株) 

(株)牧野工業         モリテックスチール(株) ユニマテック(株) 

●太陽精機(株)びわこ工場    ブリヂストン(株)東京工場 NTCM(株) 

FANUC(株)           朝日松下電工(株)     ●大東電材(株)彦根工場 

大分キャノンマテリアル㈱   ㈱サンコー三田工場    アキタファインブランキング(株)  

●福島キャノン㈱        ●丸八塗装ジャカルタ    ホンダエンジニアリング(株) 

モールド研究所(株)      ●KOITO 九州工場       ●KOITO 相良工場  

●ミツバ(株)          東北タチバナ(株)      高木工業㈱ 

●TOTO エンプラ(株)      旭有機材工業(株)      イワコー(株) 

ブリヂストン(株)那須工場   大分キャノンマテリアル㈱ ●ダイキン工業㈱ 

●石﨑本店(株)豊橋工場     ●デムス(株)         ●パナソニック電工北関東(株)幸田 

●福島キャノン㈱        ●ミツバ(株)         昭栄シャーロム(株)  

●武蔵精密工業㈱        ムサシ電子(株)中富良野工場 ㈱ティラド 



                                                                               3/6 

ブリヂストン東京工場     ㈱シグマ         東北日本電産ニッシン(株)  

●(株)ミツバ新潟工場    三菱プラスチックテクノロジー(株)  大分キャノンマテリアル㈱ 

 ●日立アプライアンス(株)  大分キャノンマテリアル㈱大分事業所 (株)椿本チエイン京田辺 

ブリヂストンプラントエンジニアリング㈱防府工場       ●積水成型工業㈱     

  (株)正電社                  未来工業㈱             ●アイシン精機(株)タイ工場  

 ●積水化学工業㈱東京工場 

日立金属工具鋼(株)東日本物流センター                 ●積水プラスチック工業(株)  

住金関西工業(株)          東海化学工業(株)    パナソニック電工施設照明(株)福井工場 

●武蔵精密工業(株)           ●キャノン㈱川崎事業所      ニチアス(株)鶴見工場 

日立金属工具鋼(株)北関東物流センター             日立金属工具鋼(株)安来物流センター 

川重冷熱工業(株)            日本ドナルドソン(株) 

㈱神戸製鋼所真岡製造所 

日立金属工具鋼(株)松山工場  日本端子(株)花泉第二工場   大東電材(株)札幌工場 

●NOK(株)北茨城工場                        パナソニック電工照明(株)福井工場   

日立金属工具鋼(株)北陸倉庫                     日立金属工具鋼(株)関東倉庫 

日立金属工具鋼(株)東北熱処理工場（福島）              牧野工業(株)白河工場  

●(株)クオリ九州事業所 ㈱OGF                     ●住友電装(株)鈴鹿工場  

●大同スターテクノ(株)本社                    ●日立アプライアンス(株)多賀工場      

 ファナック(株)本社工場                               日立金属工具鋼(株)近畿熱処理工場  

●パナソニックエコソリューションズ住宅設備(株) 

市光工業(株)藤岡製造所      ●オートリブ(株)          林テレンプ(株)  

三菱アルミニウム(株)         ツバキ山九チエイン(株)   日東光学(株)あずみ野工場 

三菱エンジニアリングプラスチックス(株)              (株)パイオラックス HFS 

●NSK ステアリングシステムズ(株)タイ     大分キャノンマテリアル㈱大分事業所 B 棟 

富士シート(株)滋賀工場     日精樹脂工業(株)ベトナム   ●山宗(株)大分工場 

●住友電装(株)エレニクトロ    タカシン(株)弘前工場  

大分キャノンマテリアル㈱杵築事業所          

日本サーモスタット(株)塩谷工場  ●三桜工業(株)        ●NS ウエスト㈱庄原本社 

●日本電産三協(株)ベトナム               ●日立アプライイアンス(株)多賀工場  

油化電子(株)         澤藤電機(株)群馬工場    昭和電工(株)喜多方事業所 

(株)エフテック久喜事業所    関東大協(株)       (株)OGF 伊那工場 

●ステインケミカル(株)     広陵化学(株)本社工場    PLUS（ベトナム） 

タカラスタンダ－ド(株)    ㈱ジャパンリ－コム     ㈱ミツバ利根工場     

●磯原ウレタン工業(株) 

(株)アイエイアイ尾羽工場   ●旭電器(株)         (株)三幸電化工業所   
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ファナック(株)壬生工場    ●山宗(株)大分工場     ●住友電装(株)津事業所 

㈱サイテックス 

 ●パナソニックエコソリュションズ住宅設備(株)  ●日鉄住金テックエンジニアリング(株) 

 ●㈱椿本チエイン埼玉工場    日立金属(株)安来製作所   

 ホクト産業(株)豊野工場     三菱ガス(株)       ●キャノンコンポ－ネンツ(株) 

  ●栗田アルミ工業(株)       ●㈱日立産機システ 

 ㈱日本インテグリス      三菱日立ツ－ル(株)野州工 

 浅井硝子(株)         ㈱牧野工業 白河工場 

 ●㈱エンプラス         ●㈱ミネビアカンボジア    ●安井プラスチック(株) 

 ㈱阪上製作所青森工場     日立金属工具鋼(株)      ●CKD(株)四日市事業所 

 白銅(株)            広陵化学(株)五条工場    

 大分キャノンマテリアル㈱杵築事業所          ●日立アプライアンス(株)  

 ●日本電産サンキョウ(株)ベトナム 林化学工業(株) 

 ●石崎本店(株)豊橋        ㈱重松製作所         (株)タツノ 

 ●NS ウエスト㈱庄原本社 

 日本サ－モスタット(株)塩谷工場 

 ㈱シグマ 

 タカシン(株)弘前工場      ●ミツバ(株)フィリピン    ●住友電装(株)エレクト 

 ●ダイニチ工業(株)        PLUS ベトナム       ㈱JEJ 

 富士シ－ト(株)         ㈱テクノシテ－ト 

 ●NSK ステアリングシステムズ(株)タイ 

 ●㈱パイオラックス HFS      京都機械工具(株)        (株)アイデイエス 

  日東光学(株)あずみの工場     (株)東北タチバナ        (株)プラスチックホンダ 

 ツバキ山久チエイン(株)    三菱アルミニュウム(株) 

 ●オ－トリブ(株) 

 市光工業(株)藤岡製造所     

  ●㈱NOK              ●住友電装(株)鈴鹿 

 ●㈱クオリ九州事業所       岩手吉田工業(株)     

 浜名湖電装(株) 

 ●大東電材(株)札幌工場         日本端子(株)花泉工場 

㈱神戸製鋼所真岡製造所       ●川重冷熱工業(株) 

  ●関東化成(株)内川工場         ニチアス(株)鶴見工場 

●武蔵精密工業(株)         日本オ－トマチックマシン(株) 

●レイモンジャパン(株)       東海化学工業(株)       ●積水化学工業(株)東京工場 
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●アイシン精機(株)タイ     ㈱正電社            ㈱テラド 

●積水成型工業(株)     ●㈱椿本チエイン京田辺工場   ●三桜工業(株)メキシコ 

●日立アプライアンス(株)     ●㈱ミツバ新潟工場     ブリジストン(株)東京工場 

ムサシ電子(株)中富良野      ㈱フジクラコンポ－ネンツ    

●(株)デムス           ●ダイキン工業(株)         リンテック(株) 

●旭有機材(株)延岡工場     

ブリジストン工業(株)那須  

●カナフレックスコーポレ－ション(株)              ●㈱リケン 

●コイト(株)九州        ●コイト(株)相良 

(株)モ－ルド研究所      ●丸八塗装(株)ジャカルタ     ●大東電材(株)彦根 

●NSK ステアリング(株) 

セイコウレジン(株)       モリテックスチ－ル(株)      ●安井プラスチック㈱ 

PLAS VIETNAMU   ●パナソニックエコソリュ－ションズ  モミモ 

㈱金沢化成         ●㈱エンプラス          ●㈱エンプラス 

牧野工業㈱          浅井ガラス㈱        ㈱コ－メ－ 

㈱OGF          三菱日立ツ－ル㈱       大分キャノンマテリアル㈱  

栗田アルミ工業㈱      福島キャノン㈱       ㈱日立産機システム   

キャノンコンポ－ネンツ㈱   ㈱重松製作所       ㈱日立金属安来 

昭和樹脂工業㈱        ㈱MGC 三菱ガス     ホクト産業㈱ 

㈱椿本チエ－ン     タカラスタンダ－ド㈱      新光ネ－ムプレ－ト㈱ 

㈱サイテックス       ●住友電装㈱津        ●山宗㈱大分 

沢藤電機株          FANUC㈱壬生       ミネビア㈱カンボジア 

油化電子㈱         ●旭電器㈱         ㈱アイエイアイ 

㈱ショ－ワ         磯原ウレタン工業㈱      サンエツ工業㈱   

㈱ミツバ          ㈱ジャパンリ－コム      ㈱東興産業 

三菱エンジニアリングプラスチック㈱            昭和電工㈱ 

広陵化学㈱          ステンケミカル㈱     ダイキョ－ニシカワ㈱ 

㈱エフテック         ㈱タスク    日本デンサンサンキョウ㈱（ベトナム） 

東北日本デンサンサンキョウ㈱     ㈱荒川樹脂    富士機工㈱ 

フジクラデンソ－㈱      ㈱東海化成        ㈱LIXIL サンウエ－ブ 

国立土木研究所        ●ミツバ        ㈱パイオラックス 

㈱クライムエヌシ－デ－    ㈱ＤＪＫ        ●タイツバキモト 

㈱石崎本店          ㈱東北タチバナ     ●日立金属工具鋼 

協立ダイカスト㈱       九州市光工業㈱     富士フイルムテクノプロダクツ㈱ 

田上化工㈱          福井精螺㈱       浜名湖電装㈱ 
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㈱日輝製作所      キヤノンプレシジョン㈱       ●ユニプレス 

光洋金属㈱       ●デンカ㈱            白銅㈱ 

㈱プライムポリマ－    ●住友電装㈱御薗        ●新生化学㈱ 

三井化学㈱天津      ㈱島崎金型          アイキ工業㈱ 

FANUC㈱忍野      ㈱東海化成工業所       古川樹脂加工㈱  

信越ポリマ－㈱      ㈱福島ニチヤス       太陽ステンレスプラング㈱ 

㈱エフテック                                      

 

その他あり                                

                                       31.5.10 現在    ビソ株式会社 


