
主な納入実績 敬称略/順不同

CKD株式会社 株式会社アツミテック カワサキモータース株式会社

FDKエナジー株式会社 アドバン株式会社 株式会社カワテック

GMB株式会社 株式会社アプリス 河村電器産業株式会社

株式会社KVK 株式会社天美鉄工所 株式会社関西オカムラ

KYB株式会社 株式会社アルファ 菊地工業株式会社

KYBロジスティックス株式会社 アンデン株式会社 北日本電線株式会社

株式会社LIXIL 株式会社イシザキ 岐阜車体工業株式会社

NECトーキン株式会社 いすゞ自動車株式会社 キャタピラージャパン株式会社

NSKワーナー株式会社 株式会社井関熊本製造所 株式会社キャタラー

NTN株式会社 株式会社井関新潟製造所 キャタレント・ジャパン株式会社

PHCホールディングス株式会社 株式会社井関松山製造所 九州河西株式会社

株式会社ROKI 株式会社イチカワ 株式会社京楽

TDパワーマテリアル株式会社 伊藤ハム株式会社 共和レザー株式会社

TGウェルフェア株式会社 株式会社イナテック 近畿電気株式会社

株式会社TOSEI 井波大建工業株式会社 グッドヒル株式会社

TPR工業株式会社 イビデン電子工業株式会社 株式会社クボタ

YKK AP株式会社 岩瀬鉄工株式会社 クボタ空調株式会社

アート金属工業株式会社 株式会社イング 株式会社クボタケミックス

愛鋼株式会社 株式会社ヴァレオジャパン 株式会社クラタ

愛三工業株式会社 株式会社ウッドワン 株式会社クラベ

株式会社アイシン 株式会社エイチワン クリタ明希株式会社

アイシン九州株式会社 株式会社エクセディ クリナップ株式会社

アイシン新和株式会社 株式会社エヌエステック 株式会社クレハ

アイシン高丘株式会社 エヌティーテクノ株式会社 芸南食品株式会社

アイシン辰栄株式会社 株式会社エレメックス 株式会社神戸製綱所

アイシン東北株式会社 オーエスジー株式会社 独立行政法人国立印刷局

株式会社アイゼン 株式会社オオオカ 小島プレス工業株式会社

愛知製鋼株式会社 株式会社大嶋電機製作所 寿技研工業株式会社

愛知電機株式会社 株式会社オートテクニカ 株式会社コバテック

株式会社アイメタルテクノロジー 大野精工株式会社 株式会社コバヤシ

アイリスオーヤマ株式会社 岡田工業株式会社 株式会社コベルク

株式会社青山製作所 株式会社オカムラ コベルコ建機株式会社

秋田工業株式会社 岡本プレス工業株式会社 近藤工業株式会社

曙ブレーキ工業株式会社 株式会社岡山村田製作所 株式会社佐賀鉄工所

浅井工業株式会社 株式会社小楠金属工業所 サムテック株式会社

株式会社浅野歯車工作所 オリエンタルモーター株式会社 有限会社三永工業

旭硝子株式会社 株式会社加藤製作所 三協立山株式会社

旭鋼管工業株式会社 株式会社カネジョウ 三恵技研工業株式会社

アサヒ精機株式会社 かねせきミシン有限会社 株式会社三五

株式会社朝日製作所 神岡部品工業株式会社 三甲株式会社

朝日銘木株式会社 川崎工業株式会社 株式会社三興製作所

ワイヤレス呼び出し装置



主な納入実績 敬称略/順不同

株式会社三幸製作所 大日本印刷株式会社 株式会社常盤精機

サントンボ服装株式会社 ダイハツ工業株式会社 富山住機株式会社

サンヨーホームズ株式会社 株式会社ダイハツメタル 富山住建株式会社

株式会社サンレックス シオン株式会社 ダイワボウレーヨン株式会社

株式会社ジェイテクト 次世代無人化施工技術研究組合 株式会社高木製作所

ジェコー株式会社 株式会社タカギベーカリー 豊田合成株式会社

株式会社資生堂 竹内精器株式会社 トヨタ自動車株式会社

株式会社シマノ 株式会社タケヒロ トヨタ自動車東日本株式会社

シミズ精工株式会社 田子浦パルプ株式会社 株式会社豊田自動織機

ジヤトコ株式会社 知多鋼業株式会社 トヨタ車体株式会社

株式会社城南九州製作所 千歳産業株式会社 トヨタ紡織株式会社

医療法人城東スポーツクリニック 中央可鍛工業株式会社 トヨタ紡織東北株式会社

医療法人城東整形 中央精機株式会社 トヨタホーム株式会社

株式会社松風 中央発條株式会社 豊通エネルギー株式会社

昭和電機産業株式会社 株式会社中勢ゴム 株式会社ナカサク

昭和飛行機工業株式会社 中発販売株式会社 中野工業株式会社

シロキ工業株式会社 株式会社ツシマ 長野ジェコー株式会社

城山工業株式会社 株式会社椿本チエイン 株式会社ナカヨ

神星工業株式会社 株式会社デービー精工 ニチアス株式会社

新日鉄住金株式会社 株式会社テクニカ 日輪機工株式会社

杉村精工株式会社 株式会社デンソー ニッカウヰスキー株式会社

スズキ株式会社 株式会社デンソーエアクール 日軽熱交株式会社

株式会社スズキ部品製造 株式会社デンソーエアシステムズ 日産工機株式会社

鈴与株式会社 株式会社デンソー九州 日産自動車株式会社

スタンレー電気株式会社 株式会社デンソープレアス 日産車体株式会社

株式会社スニック 東亜工業株式会社 日産車体九州株式会社

住電エレクトロニクス株式会社 株式会社東海化成 株式会社ニッセイ

住友建機株式会社 東海サッシュ工業株式会社 株式会社日特スパークテック東濃

住友電装株式会社 東海プレス工業株式会社 日本ガイシ株式会社

積水ハウス工業株式会社 東京エレクトロン株式会社 日本ガスケット株式会社

株式会社関プレス 東京硝子器械株式会社 日本軽金属株式会社

第一精工株式会社 株式会社東光高岳 日本デコラックス株式会社

タイガースポリマー株式会社 東芝キャリア株式会社 日本特殊陶業株式会社

ダイキョーニシカワ株式会社 東芝ライテック株式会社 日本ノボパン工業株式会社

ダイキン工業株式会社 東プレ株式会社 日本発条株式会社

大光産業株式会社 東北日発株式会社 日本飛行機株式会社

タイコエレクトロニクスジャパン合同会社 株式会社東北フジクラ 日本ファイリング株式会社

大信精機株式会社 東洋佐々木ガラス株式会社 日本モウルド工業株式会社

大同DMソリューション株式会社 東陽精機株式会社 株式会社丹羽鉄工所

大同特殊鋼株式会社 東レ・ダウコーニング株式会社 株式会社ハーマン

株式会社ダイナックス トーハツ株式会社 パナソニック株式会社

ワイヤレス呼び出し装置



主な納入実績 敬称略/順不同

パナホーム株式会社 北海道ロジサービス株式会社 株式会社吉野工業所

ハネウェルジャパン株式会社 本田技研工業株式会社 菱電旭テクニカ株式会社

浜名湖電装株式会社 株式会社マツイ溶接 リョーノーファクトリー株式会社

浜名部品工業株式会社 マツダ株式会社 リョービ株式会社　

早川ゴム株式会社 松野プレス工業株式会社 ローランド株式会社

林テレンプ株式会社 マルコンデンソー株式会社 株式会社ワイテック

林ベニア産業株式会社 マルヤス工業株式会社 Air Systems Thailand Co., Ltd.

株式会社パロマ マレリ株式会社 Auto Alliance Thailand Co., Ltd.

ビーエルオートテック株式会社 株式会社三井ハイテック Denso Air Systems de Mexico S.A. de C.V

光精工株式会社 三菱ケミカル株式会社 Denso Manufacturing Tennessee, Inc.

日立Astemo株式会社 三菱自動車工業株式会社 Exedy America Corporation

日立金属MMCスーパーアロイ株式会社 三菱重工業株式会社 Hamaden Mexico S.A de C.V.

株式会社日立産機システム 三菱電機株式会社 Hino Motors Manufacturing U.S.A. Inc.

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 三菱日立パワーシステムズ精密鋳造株式会社 Kubota Industrial Equipment Corporation

日野自動車株式会社 三菱ふそうトラックバス株式会社 Matix Corporation of America

平岡ボデー株式会社 ミドリ浅川衣料株式会社 Mazda Powertrain Manufacturing Co., Ltd.

平野ビニール工業株式会社 美濃工業株式会社 Mitsubishi Electric Automotive America, Inc.

広島アルミニウム工業株式会社 武蔵精密工業株式会社 Nissan North America Canton, Inc.

株式会社ヒロニチ メイティックス株式会社 Okuno International Inc.

フォルシア・ニッパツ九州株式会社 株式会社明電舎 Siam Kubota Corporation Amata Nakorn

福泉産業株式会社 株式会社メイドー Toyo USA Manufacturing, Inc.

株式会社福井村田製作所 森川産業株式会社 TG Mint Corporation

福島キヤノン株式会社 株式会社モリテック

福伸電機株式会社 モリテックスチール株式会社

株式会社フジ・コーポレーション 株式会社モルテン

冨士自動車興業株式会社 矢崎エナジーシステム株式会社

株式会社SUBARU 矢崎部品株式会社

富士通テレコムネットワークス株式会社 八鈴興業株式会社

富士電子株式会社 山清工業株式会社

富士フィルム株式会社 山口工業株式会社

フタバ産業株式会社 株式会社山田メッキ工業所

双葉産業株式会社 ヤマハ株式会社

株式会社フタバ須美 ヤマハ熊本プロダクツ株式会社

ブリヂストンエラステック株式会社 ヤマハ発動機株式会社

プレス工業株式会社 雪印メグミルク株式会社

平成理研株式会社 株式会社ユニオンパーツ工業

ベバストジャパン株式会社 ユニ・チャームプロダクツ株式会社

株式会社ベルソニカ 株式会社ユニバンス

豊生ブレーキ工業株式会社 株式会社ユニフレックス

ホーコス株式会社 横浜ゴム株式会社

北越工業株式会社 横浜乳業株式会社

ワイヤレス呼び出し装置


