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4072 株式会社　Ｉ　Ｈ　Ｉ 東京都江東区 7209 機電エンジニアリング株式会社 大阪府茨木市

7193 株式会社　Ｉ　Ｈ　Ｉ ジェットサービス 東京都昭島市 1005 株式会社クボタ 大阪府大阪市

7234 朝日電機株式会社 大阪府東大阪市 7309 株式会社ケイ・エス・アイ 神奈川県相模原市

3058 株式会社アルティア 東京都江戸川区 7269 株式会社恵興 東京都港区

6131 飯塚電機工業株式会社 熊本県熊本市 7290 株式会社工技研究所 東京都中央区

7306 株式会社池貝ディーゼル 茨城県行方市 3056 高周波工業株式会社 神奈川県愛甲郡

1004 いすゞ自動車株式会社 東京都品川区 5113 株式会社神戸製鋼所 東京都品川区

7315 いすゞ・やまとエンジン株式会社 埼玉県川口市 3031 株式会社コーアディーゼル 神奈川県川崎市

7208 株式会社栄興技研 福岡県糟屋郡 3062 株式会社小松製作所 東京都港区

4070 栄興電機工業株式会社 兵庫県尼崎市 7307 澤藤電機株式会社 群馬県太田市

7143 栄進電機工業株式会社 福岡県福岡市 4078 三愛物産株式会社 愛知県名古屋市

7260 エコン株式会社 静岡県静岡市 7312 三共エンジニアリング株式会社 愛媛県四国中央市

7323 ＳＫシステム株式会社 福岡県糟屋郡 5110 株式会社山工社 山形県山形市

7176 株式会社 ＳＫテック 東京都中央区 7276 株式会社サンダイヤ 東京都大田区

7277 エムエス工業株式会社 青森県八戸市 7321 三友工業株式会社 兵庫県尼崎市

7190 エンヂンメンテナンス株式会社 東京都大田区 7295 三友工業株式会社 愛知県小牧市

7139 株式会社桜電社 東京都港区 3060 山洋電気株式会社 東京都豊島区

7205 大阪ガス株式会社 大阪府大阪市 7317 株式会社シーエープラント 京都府京都市

7320 有限会社大田機電 沖縄県浦添市 7197 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 神奈川県横浜市

4074 大竹建機産業株式会社 愛知県名古屋市 1011 シンフォニアテクノロジー株式会社 東京都港区

7235 株式会社オオツカデイゼル 大分県大分市 3044 株式会社シンワ 東京都中央区

3041 オーハツ株式会社 大阪府富田林市 7171 西濃機電株式会社 岐阜県大垣市

4075 川崎重工業株式会社 東京都港区 1001 株式会社第一テクノ 東京都品川区

7239 株式会社カワサキマシンシステムズ 大阪府大阪市 3063 タイセイ電機株式会社 福岡県糟屋郡

7302 株式会社川本製作所 愛知県岡崎市 1002 ダイハツディーゼル株式会社 東京都中央区
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7215 ダイハツディーゼル四国株式会社 愛媛県今治市 1007 新潟原動機株式会社 東京都千代田区

7153 ダイハツディーゼル中日本株式会社 広島県福山市 2024 西芝電機株式会社 兵庫県姫路市

7142 ダイハツディーゼル西日本株式会社 福岡県福岡市 3066 西日本発電機株式会社 佐賀県唐津市

7221 ダイハツディーゼル東日本株式会社 東京都台東区 7265 日本キャタピラー合同会社 東京都中野区

2020 大洋電機株式会社 東京都千代田区 3038 日本機工株式会社 東京都港区

7304 株式会社高田製作所 東京都文京区 3042 日本車輌製造株式会社 愛知県名古屋市

5108 有限会社滝本計器製作所 東京都大田区 1017 株式会社ハタノシステム 東京都目黒区

7228 株式会社辰巳菱機 東京都江東区 1014 株式会社日立製作所 東京都千代田区

7268 株式会社筑豊製作所 福岡県糟屋郡 7237 日立造船株式会社 大阪府大阪市

7187 千代田電興株式会社 東京都港区 7310 株式会社日立パワーソリューションズ 茨城県日立市

7272 ツダアトミック株式会社 三重県伊勢市 4097 日野自動車株式会社 東京都日野市

7311 テス・エンジニアリング株式会社 大阪府大阪市 7314 株式会社福留エンジニアリング 愛知県日進市

7219 寺崎電気産業株式会社 大阪府大阪市 1015 富士電機株式会社 東京都品川区

5112 電光工業株式会社 東京都荒川区 1019 冨士内燃機工業株式会社 東京都中央区

2021 デンヨー株式会社 東京都中央区 7322 ブロードテクノス株式会社 神奈川県小田原市

7204 東京ガス株式会社 東京都港区 7232 ペガサスプラント株式会社 福岡県福岡市

2023 株式会社東京電機 茨城県つくば市 7194 北越機電工業株式会社 新潟県新潟市

7250 東京電機機器サービス株式会社 東京都千代田区 4093 北越工業株式会社 新潟県燕市

1012 東芝インフラシステムズ株式会社 神奈川県川崎市 7303 ホットスタートアジアパシフィック合同会社 東京都文京区

3035 東伸電機株式会社 東京都北区 4073 松岡産業株式会社 愛知県名古屋市

7148 東洋産業株式会社 東京都千代田区 7279 株式会社マッハエンジニアリング 神奈川県横浜市

7213 東洋電機工業株式会社 福岡県福岡市 4085 株式会社三井Ｅ＆Ｓパワーシステムズ 東京都千代田区

1013 東洋電機製造株式会社 東京都中央区 7318 三菱重工エンジン＆ターボチャージャ株式会社 神奈川県相模原市

7150 株式会社中島電機製作所 埼玉県戸田市 7299 三菱重工エンジンシステム株式会社 東京都品川区

7222 ナカタ電機株式会社 神奈川県相模原市 7300 三菱重工マシナリーテクノロジー株式会社 広島県広島市

社　　　　員　　　　名　　　　簿
　正　会　員

2



会員番号 会　　　　　社　　　　　名 会員名簿代表者住所

1016 三菱電機株式会社 東京都千代田区

1009 三菱ふそうトラック・バス株式会社 神奈川県川崎市

6136 宮城ヤンマー株式会社 宮城県石巻市

6128 宮崎技研工業株式会社 宮崎県宮崎市

7313 株式会社明電エンジニアリング 東京都品川区

1003 株式会社明電舎 東京都品川区

4086 株式会社安川電機 福岡県北九州市

7288 安川モートル株式会社 福岡県北九州市

7308 やまと興業株式会社 静岡県浜松市

7218 株式会社やまびこ 東京都青梅市

1010 ヤンマー株式会社 大阪府大阪市

7149 ヤンマーエネルギーシステム株式会社 大阪府大阪市

7316 ヤンマーエネルギーシステム製造株式会社 岡山県岡山市

7141 ヤンマー沖縄株式会社 沖縄県宜野湾市

7301 ヤンマー建機株式会社 福岡県筑後市

7266 ヤンマー発電システム製造株式会社 福岡県糟屋郡

3050 ＵＤトラックス株式会社 埼玉県上尾市

3040 和晃技研株式会社 京都府京都市

7293 株式会社わだ電気設備事務所 山形県山形市
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298 株式会社　Ｉ　Ｈ　Ｉ アグリテック 長野県松本市 182 株式会社山陰ディーゼル商事 島根県松江市

25 株式会社愛知エンヂニアリング 愛知県豊橋市 241 三交設備株式会社 福岡県福岡市

259 アズ・エナジ株式会社 福岡県福岡市 123 三新工業株式会社 福岡県福岡市

316 株式会社東工業 福島県白河市 184 シー・エス・エンジニアリング株式会社 福岡県糟屋郡

164 因幡電機産業株式会社 大阪府大阪市 310 株式会社ジェム総合設備 栃木県宇都宮市

181 イビデンエンジニアリング株式会社 岐阜県大垣市 163 敷島機器株式会社 北海道札幌市

296 株式会社イムコテックジャパン 福岡県福岡市 196 有限会社シゲルインダストリーズ 兵庫県明石市

328 渦潮電機株式会社 愛媛県今治市 80 四国機器株式会社 香川県高松市

305 ウッドワード・ジャパン株式会社 千葉県千葉市 291 四国機電産業株式会社 香川県高松市

200 株式会社エスペック 東京都港区 294 四国建設機械販売株式会社 愛媛県松山市

280 ＭＴＵ Ｊａｐａｎ 株式会社 大阪府大阪市 292 静岡ヤンマー株式会社 静岡県静岡市

285 株式会社オオスギテック 新潟県新潟市 230 下関ヤンマー販売株式会社 山口県下関市

59 加島工業株式会社 愛知県名古屋市 308 シューワ株式会社 大阪府堺市

206 カミンズジャパン株式会社 東京都港区 314 株式会社昭栄 埼玉県行田市

160 株式会社菊川鉄工 鹿児島県鹿児島市 326 昌栄電機株式会社 東京都世田谷区

213 有限会社共栄エンジニアリング 東京都稲城市 208 昭和機器工業株式会社 福岡県福岡市

306 協栄メンテナンスシステム株式会社 東京都品川区 235 白勢エンジニアリング株式会社 新潟県新潟市

279 極東機械産業株式会社 東京都大田区 299 株式会社シンコーテック 東京都江東区

249 株式会社クボタエンジンジャパン 大阪府大阪市 324 新日本コーポレーション株式会社 愛知県名古屋市

38 倉敷ヤンマー株式会社 岡山県倉敷市 272 株式会社新菱電機 東京都港区

309 桑原電工株式会社 福岡県北九州市 102 新和機電有限会社 東京都千代田区

284 ケイラインエンジニアリング株式会社 東京都港区 167 瀬崎エンジニアリング株式会社 埼玉県川口市

180 株式会社興研 神奈川県厚木市 312 ダイシン電機株式会社 岡山県岡山市

136 光菱機工株式会社 埼玉県加須市 99 大洋エンジニアリング株式会社 千葉県船橋市

262 株式会社コモテック 埼玉県春日部市 318 多紀システック株式会社 埼玉県三郷市
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78 田中機械株式会社 大阪府堺市 194 中島ノズル株式会社 長崎県佐世保市

321 玉田工業株式会社 石川県金沢市 218 株式会社中田エンジン 石川県白山市

215 株式会社 ＤＳクリーン 千葉県市原市 288 南海ヤンマーディーゼル販売株式会社 高知県高知市

265 株式会社ディーゼル機電 福岡県福岡市 62 南斗産業株式会社 大阪府大阪市

183 株式会社テクニカ 広島県広島市 70 西芝エンジニアリング株式会社 兵庫県姫路市

325 有限会社テクノコンゴー 大阪府富田林市 61 株式会社ニシテック 徳島県徳島市

319 株式会社電巧社 東京都港区 122 株式会社日海商事 福岡県北九州市

287 東京ダイヤテック株式会社 東京都北区 300 日産自動車株式会社 神奈川県横浜市

100 東京ディーゼルサービス株式会社 東京都北区 283 日本エンジン株式会社 愛知県稲沢市

94 東京電力エナジーパートナー株式会社 東京都港区 315 日本タンク装備株式会社 神奈川県横浜市

195 株式会社東京ノッズル三崎製作所 神奈川県三浦市 226 日本電機興業株式会社 秋田県秋田市

257 東京パワーテクノロジー株式会社 東京都江東区 159 日本内燃機関連合会 東京都港区

293 東京メカトロサービス株式会社 福岡県福岡市 282 一般社団法人日本有機資源協会 東京都中央区

322 東進機電株式会社 東京都大田区 168 一般社団法人日本陸用内燃機関協会 東京都新宿区

254 東邦ガス株式会社 愛知県東海市 209 一般財団法人発電設備技術検査協会 東京都港区

242 東邦ヤンマーテック株式会社 大阪府大阪市 297 パワーズ株式会社 大阪府大阪市

175 東北ドック鉄工株式会社 宮城県塩竈市 302 Ｐ＆Ｄジャパン株式会社 神奈川県横浜市

264 株式会社東洋内燃機工業社 神奈川県川崎市 239 株式会社日立ビルシステム 東京都千代田区

252 東洋メンテナンス株式会社 新潟県新潟市 329 株式会社ビルドオリジン 愛知県名古屋市

234 トーハツ株式会社 東京都板橋区 244 株式会社福田機械店 栃木県宇都宮市

109 株式会社トーヨーコーポレーション 大阪府大阪市 323 株式会社フジテクノ 東京都港区

237 富永物産株式会社 東京都中央区 327 フジモリ産業株式会社 東京都品川区

290 株式会社トヨタエナジーソリューションズ 愛知県名古屋市 275 堀口エンジニアリング株式会社 東京都渋谷区

301 株式会社豊田自動織機 愛知県刈谷市 171 松本商会株式会社 神奈川県横浜市

246 長崎マリンサービス株式会社 長崎県長崎市 199 松本テクニコ株式会社 愛知県名古屋市
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245 マルマテクニカ株式会社 東京都世田谷区

89 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東京都台東区

317 ミツワヤンマー株式会社 長野県長野市

311 有限会社山根農機商会 鳥取県米子市

256 ヨシダ・テクノ株式会社 栃木県河内郡

263 レシップエスエルピー株式会社 岐阜県本巣市
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