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　　３８３社 のうちＴＰｉＣＳユーザー様 ４３社 （平成２０年９月２６日　現在）

株式会社 アイ・オー・データ機器 株式会社 エレバム シチズン電子株式会社 DXアンテナ株式会社 日本電子株式会社 ホシデン株式会社
アイコム株式会社 株式会社 エンプラス シチズン時計株式会社 TPOディスプレイズジャパン株式会社 日本特殊陶業株式会社 星野商事株式会社
アイシーエムカスタマーサービス株式会社 株式会社 大泉製作所 シノン電気産業株式会社 TOA株式会社 日本光電工業株式会社 ポリマテック株式会社
株式会社 アイティティ・キヤノン 大井電気株式会社 株式会社 芝浦電子 テイカ株式会社 株式会社 NEOMAX 本多通信工業株式会社
アイフォーコム株式会社 オージー技研株式会社 株式会社 シバソク 帝國通信工業株式会社 日本ビクター株式会社 マイクロソフト株式会社
アイホン株式会社 オータックス株式会社 四変テック株式会社 株式会社 ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｴﾑﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 日本ビニールコード株式会社 マイクロソフト ディベロップメント株式会社
アキュフェーズ株式会社 岡谷電機産業株式会社 株式会社 島津製作所 株式会社 テクニカフクイ 日本ヒューレット・パッカード株式会社 マイクロンジャパン株式会社
ｱｸｾﾝﾄ ｵﾌﾟﾃｨｶﾙ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ株式会社 沖電気工業株式会社 シャープ株式会社 テルモ株式会社 株式会社 日本ファインケム マスプロ電工株式会社
株式会社 アクティブ 沖電線株式会社 株式会社 ジャルコ 電気興業株式会社 日本ミニコンピュータシステム株式会社 松尾電機株式会社
朝日音響株式会社 オプトレックス株式会社 シュロフ株式会社 デンセイ・ラムダ株式会社 日本無線株式会社 松下電器産業株式会社
旭化成電子株式会社 オムロン株式会社 昭栄化学工業株式会社 株式会社 デンソー 日本モレックス株式会社 松下電工株式会社
旭化成マイクロシステム株式会社 オリオン電機株式会社 昭和情報機器株式会社 東海高熱工業株式会社 日本冶金工業株式会社 マツダマイクロニクス株式会社
旭硝子株式会社 オリジン電気株式会社 シルトロニック・ジャパン株式会社 東京光音電波株式会社 日本ユニシス株式会社 マブチモーター株式会社
アシダ音響株式会社 オリンパス株式会社 神栄コンデンサ株式会社 東京コスモス電機株式会社 株式会社 ノイズ研究所 株式会社 マルコム
アジレント・テクノロジー株式会社 オンキヨー株式会社 信越化学工業株式会社 東京特殊電線株式会社 ノーブル無線株式会社 水谷電機工業株式会社
株式会社 アドテック カシオ計算機株式会社 信越半導体株式会社 東光株式会社 ノキア・ジャパン株式会社 株式会社 三田無線研究所
株式会社 アドバンテスト カナレ電気株式会社 信越ポリマー株式会社 東光電子株式会社 株式会社 ノボル電機製作所 三井金属鉱業株式会社
阿南化成株式会社 加美電子工業株式会社 シンクレイヤ株式会社 株式会社 東芝 ノリタケ伊勢電子株式会社 三菱重工業株式会社
アバゴ・テクノロジー株式会社 カルソニックカンセイ株式会社 株式会社 新興製作所 東芝テクノネットワーク株式会社 株式会社 ノリタケカンパニーリミテド 三菱電機株式会社
アルパイン株式会社 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社 新コスモス電機株式会社 東芝テック株式会社 PartsWay株式会社 三菱マテリアル株式会社
アール・ビー・コントロールズ株式会社 菊水電子工業株式会社 新電元工業株式会社 東芝テリー株式会社 株式会社 バーテックス スタンダード ミツミ電機株式会社
ｱﾙﾌﾟｽｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ株式会社 キヤノン株式会社 新日本無線株式会社 東芝ライテック株式会社 株式会社 バッファロー 株式会社 緑測器
アルプス電気株式会社 京セラ株式会社 Sky株式会社 東邦チタニウム株式会社 浜井電球工業株式会社 緑屋電気株式会社
アロカ株式会社 協立電子工業株式会社 進工業株式会社 東洋樹脂株式会社 浜松ホトニクス株式会社 ミナト医科学株式会社
アンテナ技研株式会社 共立マテリアル株式会社 スター精密株式会社 東立通信工業株式会社 パイオニア株式会社 株式会社 ミニー
アンリツ株式会社 協和電線株式会社 スタック電子株式会社 トーイツ株式会社 原田工業株式会社 ミハル通信株式会社
イーター電機工業株式会社 クラリオン株式会社 スタンレー電気株式会社 株式会社 トキメック 株式会社 パワーシステム 宮崎電線工業株式会社
株式会社 イクス 黒田精工株式会社 スミダコーポレーション株式会社 鳥取三洋電機株式会社 株式会社 PFU ミヤマ電器株式会社
池上通信機株式会社 KOA株式会社 住友金属鉱山株式会社 凸版印刷株式会社 株式会社 ピクセラ ムナゾウ株式会社
イサハヤ電子株式会社 株式会社 計測技術研究所 住友スリーエム株式会社 株式会社 トプコン 日立エーアイシー株式会社 株式会社 村田製作所
石塚電子株式会社 ケル株式会社 住友電工ハイテックス株式会社 株式会社 トプコンテクノハウス 日立金属株式会社 明星電気株式会社
石原産業株式会社 株式会社 ケンウッド 株式会社 セイコーアイ・インフォテック 株式会社 中川研究所 株式会社 日立国際電気 八木アンテナ株式会社
株式会社 イメージリンク 株式会社 高純度物質研究所 セイコーインスツル株式会社 永島医科器械株式会社 株式会社 日立製作所 矢崎総業株式会社
イリソ電子工業株式会社 高信頼性部品株式会社 セイコーエプソン株式会社 長野日本無線株式会社 日立電線株式会社 矢崎電線株式会社
イワタボルト株式会社 株式会社 光電製作所 セイデンテクノ株式会社 株式会社 七星科学研究所 株式会社 日立ハイテクノロジーズ 株式会社 安川電機
株式会社 インターデザイン・テクノロジー 株式会社 光洋 ゼオンメディカル株式会社 ナミックス株式会社 株式会社 日立メディコ 山一電機株式会社
株式会社 インタフェース コーセル株式会社 株式会社 ｾﾞﾈﾗﾙ ﾘｻｰﾁ ｵﾌﾞ ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸｽ 新潟通信機株式会社 ヒロセ電機株式会社 株式会社 山武
内橋エステック株式会社 コーリンメディカルテクノロジー株式会社 株式会社 ｾﾞﾝﾃｯｸ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ ニチコン株式会社 株式会社 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ ヤマハ株式会社
宇部興産株式会社 ゴールド工業株式会社 双信電機株式会社 日清紡績株式会社 株式会社 フェロ・ジャパン ヤマハメタニクス株式会社
浦川トランス工業株式会社 コニカミノルタホールディングス株式会社 株式会社 ソーテック 日通工エレクトロニクス株式会社 フォスター電機株式会社 ユーエムディーテクノロジー株式会社
営電株式会社 コマツ電子金属株式会社 ソニー株式会社 日東工業株式会社 フクダエム・イー工業株式会社 株式会社 友玉園セラミックス
株式会社 エー・アール・アイ 堺化学工業株式会社 ソニーケミカル株式会社 日東電工株式会社 フクダ電子株式会社 株式会社 ユタカ電機製作所
AFD Inc.株式会社 栄通信工業株式会社 第一電子工業株式会社 日本アイ・ビー・エム株式会社 富士写真フイルム株式会社 ユニテクノ株式会社
SED株式会社 サガミエレク株式会社 タイコエレクトロニクス アンプ株式会社 日本圧着端子製造株式会社 株式会社 富士セラミックス 株式会社 ヨコオ
SMK株式会社 株式会社 ザナヴィ・インフォマティクス 株式会社 タイツウ 日本アビオニクス株式会社 富士ゼロックス株式会社 横河電機株式会社
STマイクロエレクトロニクス株式会社 株式会社 SUMCO 大東通信機株式会社 日本アンテナ株式会社 株式会社 フジソク ラトックシステム株式会社
エスペック株式会社 サンエー電機株式会社 大同電気工業株式会社 日本インター株式会社 富士通株式会社 リーダー電子株式会社
ヱトー株式会社 サンケン電気株式会社 大同特殊鋼株式会社 日本ガーター株式会社 富士通コンポーネント株式会社 リオン株式会社
エドワーズライフサイエンス株式会社 サンディスク株式会社 大日本印刷株式会社 日本開閉器工業株式会社 株式会社 富士通ゼネラル 理研電具製造株式会社
株式会社 エニー サン電子株式会社 太陽鉱工株式会社 日本化学工業株式会社 富士通テン株式会社 株式会社 リコー
NECインフロンティア株式会社 サンハヤト株式会社 太陽社電気株式会社 日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 富士電機デバイステクノロジー株式会社 株式会社 ルネサステクノロジ
NECエレクトロニクス株式会社 サン・マイクロシステムズ株式会社 大陽ステンレススプリング株式会社 日本ケミコン株式会社 富士電機ホールディングス株式会社 ルビコン株式会社
NECディスプレイソリューションズ株式会社 三洋電機株式会社 太陽誘電株式会社 日本航空電子工業株式会社 富士電子株式会社 株式会社 レイテックス
株式会社 ＮＨＫアイテック 株式会社 サンリッツ 株式会社 タケシバ電機 日本シイエムケイ株式会社 双葉電子工業株式会社 レノボ・ジャパン株式会社
NECトーキン株式会社 株式会社 三和コネクタ研究所 多治見無線電機株式会社 日本シノプシス株式会社 フタミ・エム・イー工業株式会社 ローム株式会社
株式会社 荏原電産 三和電気工業株式会社 田淵電機株式会社 日本信号株式会社 船井電機株式会社 株式会社 ワカ製作所
FCI ジャパン株式会社 株式会社 シーイーシー 株式会社 タムラ製作所 日本蓄電器工業株式会社 ブラザー工業株式会社 インターホン工業会
FDK株式会社 GE横河メディカルシステム株式会社 チタン工業株式会社 日本通信機株式会社 株式会社 プリモ 財団法人 NHKエンジニアリングサービス
エミック株式会社 GXS株式会社 中央電子株式会社 株式会社 日本抵抗器製作所 古河電気工業株式会社 社団法人 音楽電子事業協会
エム・イー・エム・シー株式会社 株式会社 ジーダット 千代田インテグレ株式会社 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 古野電気株式会社 社団法人 日本電気計測器工業会
エムデン無線工業株式会社 JFEフェライト株式会社 通信興業株式会社 日本テクトロニクス株式会社 BESTO株式会社 社団法人 日本電子回路工業会
エルナー株式会社 JFEミネラル株式会社 ツバメ無線株式会社 日本電音株式会社 株式会社 朋栄 財団法人 日本電子部品信頼性センター
エルピーダメモリ株式会社 ジェーピーシー株式会社 TDK株式会社 日本電気株式会社 ホーチキ株式会社 社団法人 日本半導体製造装置協会
株式会社 エルモ社 シスメックス株式会社 ティアック株式会社 日本電気硝子株式会社 北陸電気工業株式会社

・当リストはインターネットホームページにある
　「ＪＥＩＴＡ会員企業リスト」に基づき作成しました。
・未着色の太字表示がＴＰｉＣＳユーザー様です。
　　　　　　　　　　　（株）ティーピクス研究所


