
グループコード グループ名 支部コード
1025001 (株)IHIターボ 関東
1001601 愛三工業(株) 中部
1028301 アイシン・エーアイ株式会社 中部
1001501 アイシン・エィ・ダブリュ(株) 中部
1001401 アイシン精機(株) 中部
1023601 アイシン高丘(株) 中部
1001701 愛知機械工業(株) 中部
1015901 愛知工科大学 中部
1027101 愛知工業大学 中部
1001901 愛知製鋼(株) 中部
1002001 愛知トヨタ自動車(株) 中部
1002102 曙ブレーキ工業(株) 関東
1026701 麻生工科自動車大学校 九州
1026101 (株)アドヴィックス 中部
1002401 アンデン(株) 中部
1018001 石巻専修大学 東北
1000101 いすゞ自動車(株)本社部門 関東
1000103 いすゞ自動車(株)開発部門 関東
1000106 いすゞ自動車(株)生産部門 関東
1000107 いすゞ自動車(株)関連企業 関東
1025201 市光工業(株) 関東
1021901 出光興産(株) 関東
1014101 岩手大学 東北
1002601 臼井国際産業(株) 中部
1017601 (株)エクセディ 関西
1022401 (株)エッチ・ケー・エス 中部
1026601 (株)エフ・シー・シー 中部
1019301 (株)FTS 中部
1022001 大阪市立大学 関西
1002801 大阪産業大学 関西
1016001 (株)オーテックジャパン 関東
1020101 岡山大学 関西
1017001 (株)オティックス 中部
1024501 オムロン オートモーティブエレクトロニクス(株) 中部
1014501 鹿児島大学 九州
1028510 河西工業株式会社 関東
1028501 神奈川工科大学 関東
1016701 金沢工業大学 中部
1025301 金沢大学 中部
1003401 カルソニックカンセイ(株) 関東
1003402 カルソニックカンセイ(株)佐野 関東
1003404 カルソニックカンセイ(株)吉見 関東
1001201 川崎重工業(株) 関西
1026501 関西ペイント(株) 関東
1028509 北九州自動車大学校 九州
1003601 北見工業大学 北海道
1017701 岐阜大学 中部
1003701 九州大学 九州
1014601 京三電機(株) 関東
1021401 京都大学 関西
1004703 クノールブレムゼ商用車システムジャパン(株) 関東
1004001 (株)クボタ 関西
1004002 (株)クボタ堺臨海工場 関西
1027001 クラリオン(株) 関東
1017501 群馬大学 関東
1003201 ＫＹＢ(株) 中部
1018802 (株)ケーヒン　栃木開発センター 関東
1018801 (株)ケーヒン　宮城製作所 東北



グループコード グループ名 支部コード
1012301 (株)小糸製作所 中部
1002702 独立行政法人自動車技術総合機構 関東
1012801 国士舘大学 関東
1018201 小島プレス工業(株) 中部
1019401 (株)三五 中部
1007001 GKNドライブラインジャパン(株) 関東
1010401 ジェイ・バス(株) 中部
1007205 (株)ジェイテクト 関西
1007202 (株)ジェイテクト田戸岬工場 中部
1007203 (株)ジェイテクト花園工場　技術開発ｾﾝﾀｰ 中部
1018301 静岡大学工学部 中部
1018601 静岡理工科大学（MOTOR SPORTS CLUB） 中部
1020001 (公社)自動車技術会 関東
1009602 ジヤトコ(株)厚木　P棟 関東
1009603 ジヤトコ(株)厚木　V棟 関東
1009601 ジヤトコ(株) 中部
1009604 ジヤトコ（株）　新横浜 関東
1004801 上智大学理工学部 関東
1023401 新日鐵住金(株) 関西
1004903 新明和工業(株)広島工場 関西
1000201 スズキ(株) 中部
1000901 株式会社ＳＵＢＡＲＵ　本社 関東
1000902 株式会社ＳＵＢＡＲＵ　群馬製作所 関東
1000903 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 東京事業所 関東
1000908 スバルテクニカインターナショナル株式会社 関東
1000906 SUBARUテクノ(株)(群馬事業所) 関東
1000907 SUBARUテクノ(株)(東京事業所) 関東
1005001 住友ゴム工業(株) 関西
1027601 住友電装株式会社 中部
1027301 住友理工（株） 中部
1013101 摂南大学 関西
1011901 仙台高等専門学校 東北
1022201 崇城大学 九州
1017101 大同大学 中部
1005701 大同メタル工業(株) 中部
1000301 ダイハツ工業(株) 関西
1000302 ダイハツ工業(株)東京支社 関東
1000303 ダイハツ工業(株)九州開発センター 九州
1005201 太平洋工業(株) 中部
1005401 大豊工業(株) 中部
1005301 高山自動車短期大学 中部
1020501 (株)タチエス技術・モノづくりセンター 関東
1016601 (株)ダッド 中部
1005801 中央発條(株) 中部
1027401 株式会社槌屋 中部
1014901 ＴＨＫリズム(株) 中部
1009701 (株)デンソー 中部
1014801 株式会社デンソー　湖西製作所 中部
1025601 デンソーテクノ(株) 中部
1023701 株式会社デンソーテン 関西
1006001 (株)東海理化 中部
1006601 同志社大学 関西
1006201 TOYO TIRE(株)　タイヤ技術センター 関西
1020801 TOYO TIRE(株)仙台工場 東北
1019801 徳島大学 関西
1017401 富山大学 中部
1007101 豊田合成(株) 中部
1000501 トヨタ自動車(株) 中部



グループコード グループ名 支部コード
1003301 トヨタ自動車東日本（株） 中部
1003302 トヨタ自動車東日本(株)大衡本社 東北
1007301 (株)豊田自動織機 中部
1007501 トヨタ車体(株) 中部
1007502 (株)トヨタ車体研究所 九州
1007401 (株)豊田中央研究所 中部
1019201 トヨタテクニカルディベロップメント(株) 中部
1020901 豊田鉄工(株) 中部
1009301 トヨタ東京自動車大学校 関東
1024201 (学)トヨタ名古屋整備学園 中部
1028401 株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング 九州
1002301 トヨタ紡織(株)猿投 中部
1027801 豊臣機工株式会社 中部
1015301 豊橋技術科学大学 中部
1010402 (株)トランテックス 中部
1007701 中日本自動車短期大学 中部
1013001 名古屋工業大学 中部
1008001 名古屋大学 中部
1028502 新潟工科大学 関東
1008301 西日本鉄道(株) 九州
1009001 (株)ニッキ 関東
1000601 日産自動車(株)本社 関東
1000602 日産自動車(株)テクニカルセンター 関東
1000603 日産自動車(株)総合研究所 関東
1000608 日産自動車(株)生産事業本部 関東
1000612 日産自動車(株)横浜地区 関東
1000613 日産自動車(株)栃木実験部 関東
1028508 日産自動車九州株式会社 九州
1000614 日産自動車(株)座間事業所EV 関東
1008401 日産車体(株) 関東
1028511 日産車体九州株式会社 九州
1026301 日本ピストンリング(株) 関東
1026801 二引(株) 関東
1016801 日本ガイシ(株) 中部
1009201 (一財)日本自動車研究所 関東
1009401 一般社団法人日本自動車部品工業会 関東
1013401 (一財)日本車両検査協会東京検査所 関東
1008802 日本大学理工学部 関東
1008801 日本大学工学部機械工学科 東北
1028504 日本大学生産工学部機械工学科 関東
1027701 日本電産株式会社滋賀技術開発センター 関西
1009801 日本特殊陶業(株) 中部
1009901 日本発条(株) 関東
1000702 パーソルR&D株式会社 関東
1024601 (株)パイオラックス 関東
1018901 八戸工業大学 東北
1028001 林テレンプ株式会社 中部
1010202 日立オートモティブシステムズ(株)厚木事業所 関東
1010203 日立オートモティブシステムズ(株)群馬事業所 関東
1010201 日立オートモティブシステムズ(株)佐和事業所 関東
1010204 日立オートモティブシステムズ(株)福島事業所 東北
1013201 日立オートモティブシステムズエンジニアリング株式会社 関東
1004702 日立オートモティブシステムズ株式会社 関東
1000801 日野自動車(株) 関東
1010501 広島国際学院大学 関西
1015001 広島大学 関西
1025801 福井工業大学 中部
1016201 福井大学 中部



グループコード グループ名 支部コード
1024101 富士機工(株) 中部
1010701 フタバ産業(株) 中部
1010802 (株)ブリヂストン 関東
1011401 防衛装備庁 陸上装備研究所 関東
1011001 北海道科学大学 北海道
1011101 北海道科学大学短期大学部 北海道
1025501 北海道自動車整備大学校 北海道
1014401 北海道大学 北海道
1005901 ボッシュ(株) 関東
1017901 (株)堀場製作所 関西
1011201 ホンダエンジニアリング(株) 関東
1001001 本田技研工業(株)埼玉製作所 関東
1001004 本田技研工業(株)本社 関東
1001005 本田技研工業（株）四輪生産企画室 関東
1001006 本田技研工業(株)パワートレインユニット製造部 関東
1001007 本田技研工業(株)熊本製作所 九州
1001002 本田技研工業(株)トランスミッション製造部/船外機工場 中部
1001003 本田技研工業(株)鈴鹿製作所 中部
1001009 本田技研工業(株)メールセンター 中部
1010907 本田技研工業(株)芳賀 関東
1001010 本田技研工業(株)品質改革センター 関東
1010901 (株)本田技術研究所　和光 関東
1010902 (株)本田技術研究所　二輪R&Dセンター 関東
1010903 (株)本田技術研究所　パワープロダクツR&Dセンター 関東
1010904 (株)本田技術研究所　四輪R&Dセンター 関東
1026402 ホンダテクニカルカレッジ関西 関西
1026401 ホンダテクニカルカレッジ関東 関東
1013301 (株)ホンダ・レ―シング 関東
1019901 (株)マーレフィルターシステムズ 関東
1000401 マツダ(株) 関西
1000402 マツダ(株)開発調査部 関東
1000403 マツダ(株)R&Dセンター横浜 関東
1011501 マルヤス工業(株) 中部
1001106 三菱自動車工業(株)京都製作所 関西
1001107 三菱自動車工業(株)水島製作所 関西
1001101 三菱自動車工業(株)本社 関東
1001104 三菱自動車工業(株)開発本部 中部
1009101 三菱自動車エンジニアリング(株) 中部
1001108 三菱自動車工業(株)十勝研究所 北海道
1011601 三菱重工エンジン＆ターボチャージャ株式会社 関東
1011801 三菱電機(株)姫路製作所 関西
1011802 三菱電機(株)三田製作所 関西
1001103 三菱ふそうトラック･バス(株) 関東
1020401 宮城トヨタ自動車(株) 東北
1028201 株式会社村上開明堂 中部
1013601 名城大学 中部
1025101 矢崎総業(株) 中部
1025401 山形大学 東北
1027201 山口東京理科大学 関西
1001301 ヤマハ発動機(株) 中部
1012101 ヤンマー(株) 関西
1000701 ＵＤトラックス株式会社 関東
1017801 (株)ユニバンス 中部
1022501 ユニプレス(株) 中部
1012201 横浜ゴム(株)平塚製造所 関東
1019701 (株)ヨロズ 関東
1028506 株式会社菱和 関西
1026201 (株)ワーカム北海道 北海道
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1012701 早稲田大学 関東


