
　　ＪＡＰＩＡ（社団法人 日本自動車部品工業会）：４８２社のうちＴＰｉＣＳユーザー様　５８社（平成20年9月26日 現在）

アート金属工業株式会社 大塚工機株式会社 三輪精機株式会社 TRWオートモーティブジャパン株式会社 日本特殊陶業株式会社 株式会社マーレフィルターシステムズ
株式会社アーレスティ オートスプライス株式会社 三和パッキング工業株式会社 株式会社ＴＢＫ 日本パッキング工業株式会社 マグナ・インターナショナル・インク
アイコクアルファ株式会社 オートリブ株式会社 株式会社ジーエス・ユアサインダストリー テイケイ気化器株式会社 日本発条株式会社 株式会社松井製作所
愛三工業株式会社 大野ゴム工業株式会社 株式会社ジーエスエレテック 帝国ピストンリング株式会社 日本バルカー工業株式会社 マツコ工業株式会社
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 大橋鉄工株式会社 ＧＭＢ株式会社 帝都ゴム株式会社 日本ピストンリング株式会社 松下電器産業株式会社
アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社 株式会社大森 GKNドライブライントルクテクノロジー株式会社 株式会社デイトナ 日本プラスト株式会社 株式会社松田電機工業所
アイシン化工株式会社 株式会社岡忠工作所 株式会社ジェイテクト 株式会社ティラド 日本ブレーキ工業株式会社 松村鋼機株式会社
アイシン機工株式会社 株式会社オティックス ジェコー株式会社 株式会社テージーケー 日本フレックス工業株式会社 松本重工業株式会社
アイシン軽金属株式会社 帯広松下電工株式会社 シェフラージャパン株式会社 テクニフォー株式会社 日本マイクロフィルター工業株式会社 マルイ工業株式会社
アイシン新和株式会社 オムロン株式会社 シグマ株式会社 テネコオートモティブジャパン株式会社 日本ミシュランタイヤ株式会社 丸子警報器株式会社
アイシン精機株式会社 株式会社折橋製作所 しげる工業株式会社 株式会社デンソー 日本モレックス株式会社 丸五ゴム工業株式会社
アイシン高丘株式会社 尾張精機株式会社 芝実工業株式会社 東亜工業株式会社 日本ラインツ株式会社 株式会社マルサン
愛知皮革工業株式会社 株式会社音戸工作所 シミズ工業株式会社 東海ゴム工業株式会社 日本リークレス工業株式会社 株式会社丸順
愛同工業株式会社 株式会社カーメイト 株式会社ジャスティ 株式会社東海スプリング製作所 日本濾過器株式会社 マルヤス工業株式会社
IPF株式会社 河西工業株式会社 ジヤトコ株式会社 東海電装株式会社 日本ワヰコ株式会社 マロミ産業株式会社
株式会社青木製作所 カルソニックカンセイ株式会社 株式会社城南製作所 東海マテリアル株式会社 日本ワイパブレード株式会社 万能工業株式会社
株式会社青山製作所 川崎自動車工業株式会社 昭和金属工業株式会社 株式会社東海理化 ニューウェル・ラバーメイド・ジャパン株式会社 株式会社ミクニ
曙ブレーキ工業株式会社 株式会社川村金属製作所 昭和電工株式会社 東京ガスケット工業株式会社 株式会社ニューエラー 株式会社三国製作所
曙ブレーキ山陽製造株式会社 株式会社神菱 株式会社ショーワ 東京ラヂエーター製造株式会社 株式会社ノチダ 三池工業株式会社
株式会社浅川製作所 キー･セイフティ・システムズ・ジャパン株式会社 ジョンソンコントロールズオートモーティブシステムズ 東京濾器株式会社 パイオニア株式会社 三井屋工業株式会社
株式会社浅沼技研 キーパー株式会社 シロキ工業株式会社 株式会社東郷製作所 株式会社パイオラックス ミック電子工業株式会社
株式会社浅野歯車工作所 株式会社キーレックス本社・海田工場 新神戸電機株式会社 株式会社東芝 株式会社ハイレックスコーポレーション 株式会社ミツバ
株式会社アサヒ関東 菊池プレス工業株式会社 神星工業株式会社 東洋エレメント工業株式会社 パシフィック工業株式会社 三菱重工業株式会社
株式会社朝日製作所 岸田精密工業株式会社 株式会社新生製作所 株式会社東洋金属工業所 株式会社パトライト 三菱製鋼株式会社
旭千代田工業株式会社 鬼怒川ゴム工業株式会社 株式会社シンダイ 東陽工業株式会社 ハネウェルジャパン株式会社 三菱電機株式会社
旭テクノグラス株式会社 岐阜車体工業株式会社 新電元工業株式会社 東洋電装株式会社 浜名湖電装株式会社 三菱電線工業株式会社
旭鉄工株式会社 株式会社キャットアイ 滲透工業株式会社 東洋発條工業株式会社 原田工業株式会社 三菱マテリアル株式会社
朝日電装株式会社 京三電機株式会社 水菱プラスチック株式会社 東洋ファスナー株式会社 ハリソン東芝ライティング株式会社 三矢精工株式会社
芦森工業株式会社 京都機械工具株式会社 末吉工業株式会社 東洋紡績株式会社 阪神エレクトリック株式会社 ミドリ安全株式会社
株式会社アスクテクニカ 株式会社共立精機本社・第一工場 株式会社杉浦製作所 東洋濾機製造株式会社 株式会社バンテック 三乗工業株式会社
株式会社アステア本社・第1工場 協和工業株式会社 株式会社鈴木用品製作所 株式会社トープラ ピーコック濾器工業株式会社 みのる化成株式会社
アスモ株式会社 共和産業株式会社 スタビラス・ジャパン株式会社 特殊工作株式会社 光精工株式会社 ミヤコ自動車工業株式会社
アップリカ育児研究会／アップリカ葛西株式会社 株式会社キリウ本社･足利工場 スタンレー電気株式会社 トピー工業株式会社 ビクトレックスジャパン株式会社 ミヤマ精工株式会社
株式会社アドヴィックス クシロブレーキ株式会社 住友ゴム工業株式会社 株式会社豊田自動織機 日立化成工業株式会社 宮本警報器株式会社
株式会社荒井製作所 株式会社クゼー 住友電気工業株式会社 株式会社トヨシマ 株式会社日立製作所 武蔵オイルシール工業株式会社
アルコア・ジャパン株式会社 クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社 住友電装株式会社 豊田合成株式会社 株式会社日立モバイル 武蔵精密工業株式会社
株式会社アルティア橋本 株式会社久保田鐵工所 住野工業株式会社 豊田鉄工株式会社 ヒルタ工業株式会社 武蔵プレス工業株式会社
アルパイン株式会社 倉敷化工株式会社 株式会社スミハツ トヨタ紡織株式会社 ピレリ　ジャパン株式会社 株式会社村上開明堂
株式会社アルファ クリサンセマム株式会社 3DAUTOPROTECH株式会社 トライス株式会社 広島アルミニウム工業株式会社 株式会社ムロコーポレーション
淡路パッキン株式会社 株式会社啓愛社 制研化学工業株式会社 株式会社トランストロン フォルシア・ジャパン株式会社 株式会社メイジフローシステム
株式会社アンセイ 京浜精密工業株式会社 精興工業株式会社 ナイルス株式会社 株式会社深井製作所 株式会社メイドー
アンデン株式会社 株式会社ケーアールアイ 株式会社セキソー 中川特殊鋼株式会社 福寿工業株式会社 名豊化成株式会社
イーグル工業株式会社 株式会社ケーヒン 千住金属工業株式会社 株式会社中島製作所 武甲産業株式会社 盟和産業株式会社
株式会社イクヨ ケーブル工業株式会社 セントラル自動車工業株式会社 ナジコスパイサー株式会社 株式会社フコク メトロ電装株式会社
石川ガスケット株式会社 ＫＹＢ株式会社 株式会社ゼンリン ナブテスコ株式会社 フジオーゼックス株式会社 森山産業株式会社
株式会社石﨑本店 株式会社ケンテック ソーワ工業株式会社 株式会社ナポレックス 富士機械株式会社 森六株式会社
石野ガスケット工業株式会社 株式会社小糸製作所 株式会社ソミック石川 難波プレス工業株式会社 富士機工株式会社 株式会社モルテン
石光工業株式会社 光生アルミニューム工業株式会社 株式会社タイガーサッシュ製作所 株式会社ニイテック 株式会社フジクラ 矢崎総業株式会社
一井工業株式会社 光洋シーリングテクノ株式会社 ダイキョーニシカワ株式会社 西岡可鍛工業株式会社 藤倉ゴム工業株式会社 矢島工業株式会社
市光工業株式会社 興和精密工業株式会社 タイコエレクトロニクスアンプ株式会社 西川ゴム工業株式会社 株式会社不二越 八千代工業株式会社
一志株式会社 古河電気工業株式会社 大自工業株式会社 ニチアス株式会社 富士精工株式会社 山口電機工業株式会社
伊藤金属工業株式会社 国産電機株式会社 大信精機株式会社 株式会社ニチリン 不二精工株式会社 株式会社山田製作所
株式会社イノアックコーポレーション 国産部品工業株式会社 ダイセル化学工業株式会社 株式会社ニッキ 富士通テン株式会社 やまと興業株式会社
株式会社今仙電機製作所 株式会社五光製作所 大同特殊鋼株式会社 株式会社ニッケイ加工 株式会社富士通長野システムエンジニアリング 有限会社関西バルブガイド製作所
株式会社入江産業 株式会社コシダテック 大東プレス工業株式会社 日興電機工業株式会社 藤壺技研工業株式会社 有限会社東京濾過工業所
イワタボルト株式会社 小島プレス工業株式会社 大同メタル工業株式会社 株式会社ニッコー 富士部品工業株式会社 株式会社ユーシン
株式会社ヴァレオサーマルシステムズ 寿屋フロンテ株式会社 ダイナガ株式会社 株式会社日産ポンプ製作所 冨士ブレーキ工業株式会社 株式会社ユタカ技研
ヴァレオジャパン株式会社 ゴムノイナキ株式会社 太平洋工業株式会社 日新工業株式会社 株式会社フセラシ 豊精密工業株式会社
ヴィブレ株式会社 コンビ株式会社 太平洋精工株式会社 日信工業株式会社 二葉計器株式会社 株式会社ユニバンス
臼井国際産業株式会社 埼玉機器株式会社 大豊工業株式会社 日清紡績株式会社 双葉工業株式会社 ユニプレス株式会社
株式会社内田スプリング製作所 サカエ理研工業株式会社 ダイヤモンド電機株式会社 日清紡ブレーキ販売株式会社 二葉工業株式会社 ユニフレックス株式会社
内山工業株式会社 坂本工業株式会社 太洋機工株式会社 日鍛バルブ株式会社 フタバ産業株式会社 株式会社横井製作所
宇部興産株式会社 櫻金属工業株式会社 株式会社高木製作所 日東工業株式会社 株式会社ブリヂストン 横浜ゴム株式会社
エイケン工業株式会社 櫻興業株式会社 タカタ株式会社 日発精密工業株式会社 株式会社ブリッツ 株式会社横山製作所
ＨＫＴ株式会社 佐藤工業株式会社 髙田工業株式会社 ニッパン（日発販売株式会社 古川精鋲株式会社 株式会社ヨシカワ
株式会社エクセディ 株式会社ザナヴィ・インフォマティクス タカラ株式会社 日邦工業株式会社 プレス工業株式会社 株式会社吉田金属製作所
江崎工業株式会社 澤久工業株式会社 竹内工業株式会社 株式会社ニフコ 株式会社プレスコ商会 ヨシワ工業株式会社
エス・オー・シー株式会社 澤藤電機株式会社 株式会社タケヒロ 日本イートン株式会社 株式会社プロジェクト・ミュー 株式会社ヨロズ
株式会社エッチ・ケー・エス 三遠機材株式会社 株式会社武部鉄工所 株式会社日本育児 文化自動車工業株式会社 株式会社リード
エトー株式会社 三桜工業株式会社 株式会社タチエス 日本イナルファ株式会社 文化自動車部品工業株式会社 リーマン株式会社
ＮＯＫ株式会社 三共ラヂエーター株式会社 知多鋼業株式会社 日本ガスケット株式会社 兵神装備株式会社 株式会社リケン
ＮＴＮ株式会社 三恵技研工業株式会社 中央可鍛工業株式会社 日本化薬株式会社 ヘンケルジャパン株式会社 株式会社リズム
株式会社エヌビーシー 三恵工業株式会社 中央精機株式会社 日本キスラー株式会社 宝栄工業株式会社 リフレクサイト株式会社
株式会社エフ・シー・シー 株式会社サンケイマニュファテック 中央発條株式会社 株式会社日本クライメイトシステムズ 豊生ブレーキ工業株式会社 リョービ株式会社
株式会社エフテック本社・久喜事業所 株式会社三五 中庸スプリング株式会社 日本クラッチ株式会社 豊和繊維工業株式会社 リンテックス株式会社
エムケーカシヤマ株式会社 株式会社サンコー 千代田工業株式会社 日本航空電子工業株式会社 ボーズ・オートモーティブ株式会社 レカロ株式会社
エンケイ株式会社 サンスター技研株式会社 株式会社千代田製作所 日本サーモスタット株式会社 ホクヨー株式会社 株式会社ワイテック
オーウエル株式会社 サンデン株式会社 津田工業株式会社 日本精機株式会社 ボッシュ株式会社 和興フィルタテクノロジー株式会社
大阪フレキシブル工業株式会社 サンライズ工業株式会社 株式会社槌屋 日本精機株式会社 堀江金属工業株式会社 ワブコジャパン株式会社
株式会社オーツカ 三和工業株式会社 テイ・エステック株式会社 日本精工株式会社 株式会社ホンダロック ファインツール・ジャパン株式会社

マーレエンジンコンポーネンツジャパン株式会社 日本バイリーン株式会社

・当リストはインターネットホームページの
　「ＪＡＰＩＡ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。


