
（令和2年11月現在）

No. 会員名 No. 会員名

企１ 株式会社アイ・シー・エス 企４３ 株式会社三十三総研

企２ 株式会社赤福 企４４ 株式会社三進製作所

企３ 株式会社朝日工業社 企４５ 有限会社三輪鉱油

企４ 旭電気株式会社 企４６ JNシステムパートナーズ株式会社

企５ 旭電器工業株式会社 企４7 株式会社JMエンジニアリングサービス

企６ 旭鍍金株式会社 企４8 敷島スターチ株式会社

企７ 株式会社朝日ラボ交易 企４９ ジャパンマテリアル株式会社

企８ 株式会社アンセイ 企５０ 昭和電線ケーブルシステム株式会社

企９ 出光興産株式会社 愛知製油所 企５１ 株式会社シリックス

企１０ 株式会社ウエスギ 企５2 萬古焼　醉月陶苑

企１１ 内田鍛工株式会社 企５3 杉野工業株式会社

企１２ 宇野重工株式会社 企５４ 株式会社鈴鹿

企１３ エイベックス株式会社 企５５ 株式会社鈴鹿テクト

企１４ AGF鈴鹿株式会社 企５６ スズカファイン株式会社

企１５ 株式会社エース設備 企５７ スズラン繊維加工株式会社

企１６ エス・イー・アイ株式会社 企５８ スタンレー電気株式会社

企１７ SKコーポレーション株式会社 企５９ 住鉱潤滑剤株式会社 三重事業所

企１８ 株式会社エッチ・エム・イー 企６０ ダイソウ工業株式会社

企１９ 株式会社エヌテック 企６１ 株式会社ダイハツ三重

企２０ 株式会社荏原風力機械 企６２ 太陽化学株式会社

企２１ エムイーシーテクノ株式会社 企６３ 大和鋼業株式会社

企２２ オークマ株式会社 企６４ 株式会社多久製作所

企２３ 株式会社大津屋 企６５ 株式会社ちなみ

企２４ オーハシ技研工業株式会社 企６６ 中央可鍛工業株式会社

企２５ オキツモ株式会社 企６７ 株式会社中勢ゴム

企２６ 海洋ゴム株式会社 企６８ 中部オートメ株式会社

企２７ 株式会社華月 企６９ 株式会社中部コーポレーション

企２８ 株式会社加藤機械 企７０ 中部飼料株式会社

企２９ カネソウ株式会社 企７１ 株式会社ディ・アンド・ディ

企３０ 釜屋株式会社 企７２ テイ・エス テック株式会社

企３１ 株式会社川本製作所 岡崎工場 企７３ 株式会社東亜鍛工所

企３２ 共栄社化学株式会社 企７４ 東海検査エンジニアリング株式会社

企３３ 協同油脂株式会社 亀山事業所 企７５ 株式会社東海精機

企３４ 共立マテリアル株式会社 企７６ 株式会社東海テクノ

企３５ 江南化工株式会社 企７７ 東京化成工業株式会社

企３６ 株式会社コスモス・コーポレイション 企７８ 株式会社東研サーモテック

企３７ 湖北工業株式会社 企７９
東ソー情報システム株式会社
四日市事業所

企３８ 小山鋼材株式会社 企８０ トーカロ株式会社

企３９ 株式会社サイトウ工研 企８１ 株式会社トピア

企４０
一般財団法人 食品分析開発センター
SUNATEC

企８２ 豊田合成株式会社

企４１ 三惠工業株式会社 企８３ トリックス株式会社

企４２ 三恵技研工業株式会社 企８４ 内外化学製品株式会社
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No. 会員名 No. 会員名

企８５ 株式会社中尾製作所 企１２７ 美和ロック株式会社

企８６ 株式会社ナカムラ工業図研 企１２８ 株式会社メンバーズ

企８７ 名古屋メッキ工業株式会社 企１２９ 株式会社安永

企８８ ナブテスコ株式会社 企１３０ 株式会社山本鍍金試験器

企８９ 株式会社ナベル 企１３１ 株式会社ＵＬ Japan

企９０ 生川倉庫株式会社ウッディ事業部 企１３２ 株式会社豊電子工業

企９１ 株式会社ナルックス 企１３３ 株式会社ヨシザワ

企９２ 日東電工株式会社 企１３４ 四日市合成株式会社

企９３ 日本特殊研砥株式会社 企１３５
ライオン・スペシャリティ・
ケミカルズ株式会社

企９４ 日本ニューマチック工業株式会社 企１３６ 株式会社LIXIL

企９５ 株式会社ネイベル 企１３７ 株式会社ロンビック

企９６ 株式会社パーソナック 特１ 伊勢市産業支援センター

企９７ 橋本電子工業株式会社 特２ ＳＵＺＵＫＡ産学官交流会

企９８ パナソニック株式会社アプライアンス社 特３ 鈴鹿市

企９９ パナソニックデバイスSUNX株式会社 特４ 公益財団法人中部科学技術センター

企１００ 株式会社パワービー 特５ 日刊工業新聞社 三重支局

企１０１ 株式会社PIERCE 特６ 株式会社百五銀行

企１０２ 株式会社光機械製作所 特７ 株式会社三重銀行

企１０３ 株式会社美建 特８ 三重県

企１０４ 株式会社ＦＥＥＤ 特９ 三重県工業研究所

企１０５ フードテクノエンジニアリング株式会社 特１０ 公益財団法人三重県産業支援センター

企１０６ 富士ゼロックス三重株式会社 特１１ 三重県商工会議所連合会

企１０７ 不二電機工業株式会社 特１２ 一般社団法人日本ボイラ協会三重支部

企１０８ 扶桑工機株式会社 特１３ 鈴鹿高専青峰同窓会

企１０９ 株式会社プリソニック 個1 個人会員       岩﨑 功

企１１０ 株式会社プリンシプル 個2 個人会員       川口 宗弘

企１１１ 古河電池株式会社 技術開発本部 個3 個人会員       小手川 智

企１１２ 株式会社フローラ 個4 個人会員       澄野 久生

企１１３
ボルグワーナー・モールスシステム
ズ・ジャパン株式会社

個5 個人会員       渡邉 洋二

企１１４ 株式会社ホンダロジスティクス 個6 個人会員       垰　克己

企１１５ 株式会社マキテック 個7 個人会員       喜田　正秋

企１１６ 株式会社松阪鉄工所 個8 個人会員       下野　幸助

企１１７ 株式会社松阪電子計算センター 個9 個人会員       中川　和也

企１１８ 三重機械鐵工株式会社 個10 個人会員       田中　通

企１１９ 三重金属工業株式会社 個11 個人会員       宮本　明

企１２０ 三重工熱株式会社 個12 個人会員       江﨑　尚和

企１２１ 株式会社三品松菱 個13 個人会員       澤田　善秋

企１２２ ミズノテクニクス株式会社 個14 個人会員       淀谷　真也

企１２３ 三田工業株式会社 個15 個人会員       加藤　友治

企１２４ 三菱ケミカルエンジニアリング株式会社 個16 個人会員       伊藤　栄一

企１２５ 三菱ケミカル株式会社 個17 個人会員       篠原　真

企１２６ 株式会社ミヤケ 個18 個人会員　　 小中　敏克
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