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 汎用作図機能
 結線自動処理機能
 コイルリファレンス
 接点上コメント
 線番/PLCアドレスカウントアップ機能
 渡り線番リファレンス
 表紙/目次自動作成
 主副コメントの入れ替え機能
 主副コメント辞書編集機能
 シンボルファイルの編集
 DXF/DWG双方向変換

盤用CAD機能一式に以下の機能が追加
 回路バー（電気作図コマンド）
 回路シンボル番号呼出
 ピン番号自動割付
 線番一覧表（自動作成）
 回路チェック機能
 線番接続機器検索機能
 各種一括変更機能

\ 255,000

\680,000
ExpertLT機能一式に以下の機能が追加
（限定オプションも含む）
　容量自動設定機能
　I/O図自動作成機能
　コメント編集機能
　I/O割付表自動作成機能
　裏面配線図機能
　銘板リスト作成
　コネクタリスト作成
　外部機器一覧表+中継端子自動作成
　捺印
　部品表作成+部品レイアウト機能
　LCS(Language Conversion System)
   PLCリンク基本プログラム

\ 360,000

Expert

<ExpertLT限定ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄ>
　容量自動設定
　I/O図自動作成機能
　コメント編集
　I/O割付表自動作成
　裏面配線図機能
　銘板リスト作成
　コネクタリスト作成
　外部機器一覧表
      +外部/中継端子自動作成
　捺印
　LCS(Language Conversion
     System)

<盤用CAD&ExpertLT共通オプション>
　部品表作成+部品レイアウト機能

シリーズ構成表

Expert LT

盤用CAD

 交点編集バー
 特殊コイルリファレンス作成機能
 パラメトリック図形機能
 ケーブル長測定

\980,000 Expert機能一式に以下の機能が追加
 トヨタ仕様図面作成

<ExpertLT&Expert&Unidraf7共通オプション>
　図面自動合成

PLCリンクソフト<Expert&Unidraf7用>
 M-コレクションⅡ （三菱電機）
 O-コレクション（オムロン）
 シャープJWシリーズ
 FANUC
 FANUC FB仕様　<Unidraf7のみ>
 パナソニック電工 FPシリーズ
 キーエンス
 光洋電子DLシリーズ　<Unidraf7のみ>
 J-コレクション（PC1/PC10/PCS）<Unidraf7のみ>
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プロジェクト
 図面ファイルと関連ファイルをプロ

ジェクトフォルダで管理。

図面ファイル
 回路図から盤図まですべてのデータを１

つのファイルで管理。
 最大2999ページまで作成可能。
 ページの移動・コピーはカット＆ペース

トの簡単操作。

その他のファイル
 製作する装置の取扱説明書など、 

Unidraf以外の関連ファイルを一元管
理。仕掛かりや完成したPLCデータな
どの保管にも最適。

 自由な書式設定で多種多様な図面に対応。用紙サイズ・図面
枠・グリッドピッチなどユーザで設定可能。

 ページに対しての書式や外枠フォーマットなどの各種設定項
目はテンプレートとして登録。

自由な書式で図面作成

 工事名・設備名・ページ番
号・日付などの情報は一度入
力すれば、全ページの図面枠
に自動転記。

図面情報自動転記
電気シンボル標準搭載

 JIS/IECなどの電気用シンボルを標準で搭載。

全般的な機能
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結線の自動処理機能
 線上にシンボルを配置すると線を自動的にカット。
 シンボルを移動・削除すると自動的に修復。

交点の自動付加

 交点は必要な位置が自動判別されて付加。

複数相の一括作図機能
 2相・3相の結線を一括作図。

コイルリファレンス
 接点が使用されているページ・行番地を自動作成。

 接点側にコイルが使用されているページ・行番地を自動付加。

オートカウントアップ機能
 線番及びI/O図のPLCアドレス、それぞれを自動的にカウントアップ編

集。（8進・10進・16進[0-F]・16進[0-15]・ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ(A～Z)）

　電気作図機能

 コイル側に入力されているコイルコメントを接点側に自動付加※※　　ExpertLTExpertLTより対応より対応

※※　　ExpertLTExpertLTより対応より対応
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回路チェック機能
 下記の項目をチェックしてリスト表示。クリックすれば瞬時にその位置に

ジャンプして修正可能。

 コイル・機器・PLCアドレスの重複
 コイル・機器・PLCアドレスの未入力
 接点のないコイル
 コイルのない接点

ピン番号自動割付機能
 コイルに対して型式を指定することにより、コイルや接点へピン

番号を自動割付。
 C接点を自動判別。
 接点数が多い場合は警告。

コイル名一括変更機能
 コイルと接点の機器名称を一括変更。
 表形式で複数の機器名称を一括変更できるので、間違えて他の機

器名と重複させてしまうような単純なミスがありません。

※※　　ExpertLTExpertLTより対応より対応

　電気作図機能

※※　　ExpertLTExpertLTより対応より対応

※※　　ExpertLTExpertLTより対応より対応

Unicode対応とバイリンガル用語辞書
 Unicode対応により、様々な外国語のコメントなどに対応。
 辞書登録することにより日本語を入力するだけで英語や中国語などを自

動的に併記。
 一度入力したコメントは記憶されるため、再度、同じコメントを入力す

る時は頭文字だけを入力して簡単に検索ができ、入力時間の削減が出来
ます。
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 コメントのないコイル
 線番のない機器
 重複線番



  

グリッド・作図補助線
 グリッドはピッチや原点を任意で変更。シンボルは任意の原点

からX/Y入力で配置も可能。
 作図補助線は任意の位置よりオフセット入力し、必要な分だけ

を表示可能。また実データとともに移動も可能。

寸法線の一括作図機能
 寸法線を１つずつ作図するのではなく、必要な位置を連続的に指定するだけで

一括作図可能。

レイヤー機能
 256層のレイヤーを使用してデータの
重ね合わせや必要なデータだけを表
示・編集・印刷できる。

 レイヤーごとにペン幅・線種・表示色
を設定。

DWG /DXFファイル変換
 一般的なDXFやDWGファイルを読込み・書込み可能。

データ選択を使った編集機能
 データ選択コマンドを使用して、描画したデータを簡単に編集。
 状態に応じたコマンドが表示される為、不慣れな方でも簡単にコ

マンドを選択できます。

領域設定文字
 指定した矩形領域内に文字列が収まるように自動調整します。

汎用作図機能

シリーズ 概要書

交点間削除
 図形要素同士の交点部分を自動判別して不要な部分を削除。



  

I/O割付表自動作成

 PLCの入力回路図・出力回路図及
びPLCソフト回路図から割付表を
自動作成。これにより後から参照
する時にどこのアドレスが空いて
いるのかを素早く探せます。

コメント編集
 図面ファイル内で使用して
いるI/O回路図及びソフト回
路図のコメントを表形式で
入力･修正。

 一般的なテキストデータと
のコピー&ペーストが可能。

（※ Unidraf7 / Unidraf2010Expertは標準装備）

容量自動設定
 モータの容量からブレーカ・

マグネットの容量及び電線サ
イズを自動設定します。

ExpertLT限定オプション機能

シリーズ 概要書

裏面配線図
 盤図内の機器を指定すると、回路図より同じ機器

を検索して各機器の裏面配線図が作成されます。
この配線図1枚で扉の配線が可能です。

I/O図自動作成
 入力/出力回路図のパターンを作成し、そのパターンを呼び出す時に
使用するI/Oアドレスを範囲を指定するだけで自動的にI/O図が作成
出来ます。

銘板リスト作成
 盤図内の各機器に入力された銘板名称等を検索して銘板リストを作成できます。
 任意のデバイスを指定して回路図内より検索して銘板リストを作成できます。



  

外部機器一覧表/外部中継端子
 外部機器LS、SOL等の外部

機器の機器名/名称/線番を
図面へ展開できます。
（工事関係者には有効利用
できます）

コネクタリスト作成
 回路図上に使用しているコネクタのピン番号を検

索してコネクタ別にリストを自動作成出来ます 。

 回路図より検索して中継BOXごとの端子を自動展開できます。

ExpertLT限定オプション機能 （※ Unidraf7 / Unidraf2010Expertは標準装備）
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捺印/変更履歴
 製図者～承認者を権限に応じて任意に登録可能。(パスワード管理)
権限を所有する担当者のみが図面内に捺印したり、変更履歴を記述するこ
とが出来ます。

LCS（Language Conversion System）
 各国の対応言語が登録されたテキストファイルを利用することで、回路図
内の各種コメント、盤外形図のコメント、ページ名称等を目的の言語に一
括で置換えすることが出来ます。



  

PLCリンクソフト
 各社PLCのソフト回路及びコメントデータを読込み・書込み可能

 M-コレクションⅡ （三菱電機）
 O-コレクション（オムロン）
 シャープJWシリーズ
 FANUC
 FANUC FB仕様　<Unidraf7のみ>
 パナソニック電工 FPシリーズ
 キーエンス
 光洋電子DLシリーズ　<Unidraf7のみ>
 J-コレクション（PC1/PC10/PCS）<Unidraf7のみ>

※※　　Expert/Unidraf7Expert/Unidraf7に対応に対応

部品表処理/部品レイアウト

 作成した図面から使用部品を拾い出し集計。
 ユーザーオリジナルの部品表フォーマットへ展開。
 テキスト及びCSVファイルと相互変換可能。
 部品表より外形シンボルを配置。

シリーズ　その他オプションソフト

シリーズ 概要書

※※　盤用　盤用CAD/CAD/ExpertLTExpertLT用用オプションソフトオプションソフト
図面自動合成

※※　　ExpertLT/Expert/Unidraf7ExpertLT/Expert/Unidraf7用用オプションソフトオプションソフト

 新規図面作成時、CSVファイル及びTXTファイルで記述した情報をもとに指
定した図番からそれぞれ必要なページだけをコピーして集約し自動合成し
て新規図番を完成させます。

図番A 図番B 図番C 図番D 図番E

新図番

CSVファイル
or

TXTファイル

・図番名
・装置名
・ページ



  

機能符号に対応
 トヨタ仕様で採用されている機能符号を、「コメント編集」機能で入力し

て、ワンタッチで図面へ展開できます。
 PLCのラダーソフト側で機能符号が入力されている場合は、PLCリンク時

にそのまま読み込んで図面化できます。

装置別図面に対応
 トヨタ仕様で採用されている装置別図面に対応。
 各ハード回路に装置符号を一括入力できます。
 PLCリンク時に各装置の先頭となるコイルアドレスを指定するだけで
、装置別図面に自動で仕上げます。

はトヨタ仕様の図面に完全対応しております。

トヨタ仕様図面

ハード回路ハード回路

入力回路入力回路

出力回路出力回路
M1

ハード回路ハード回路

入力回路入力回路

出力回路出力回路

ハード回路ハード回路

入力回路入力回路

出力回路出力回路

＜PLCラダーソフト＞

＜ Unidraf7 ＞

＜ Unidraf7 ＞

PL
Cリ

ン
ク

 他装置の接点は自動的に二重接点
に変換されます。

 外枠フォーマットに他装置接点の
コメントを自動記入できます。

他装置の二重接点に対応

T1

F1

ソフト回路ソフト回路

ソフト回路ソフト回路

ソフト回路ソフト回路

ハード回路ハード回路

入力回路入力回路
M1

ソフト回路ソフト回路

出力回路出力回路

ハード回路ハード回路

入力回路入力回路
T1

ソフト回路ソフト回路

出力回路出力回路

ハード回路ハード回路

入力回路入力回路
F1

ソフト回路ソフト回路

出力回路出力回路

自動編集

 ジェイテクト製PLC、Toyopucシリーズのデータを双方向で変換可能
です。

 オプションソフトのため、別途購入が必要です。

ジェイテクト製PLC Toyopuc に対応

指定されたシンボル指定されたシンボル((電気記号電気記号))やフォーマットやフォーマット((図面枠図面枠))は標準装備は標準装備

シリーズ 概要書



  

オプション領域

標準化された図面に領域を設定し､その領域をリスト上で簡単に有効／無効を切り替えられます。

オプション領域を
設定する

オプション領域の設定一覧
表を自動作成できます

オプション領域で設定した各OP名の詳細（有効or無効，内容）の一覧表を自動作成することができます。

印刷時にオプション領域の印刷・非印刷を選択

（Unidraf7オプションソフト）

シリーズ 概要書

「有効」領域は
枠のみ表示

「無効」領域は
×印付で表示

オプション領域の状態は
リスト上で簡単に変更す
ることができます。

非印刷時
印刷時



  

年間サポート/教育セミナー/UDViewerの紹介

UD Viewer（無料ソフトウェア）
 UD Viewer は、 Unidrafで作成した図面の閲覧・プリントアウトができる

フリーソフトウェアです。

 マーキング機能を使ってコメントを入力できますので、お取引先
あるいは他部署とのコミュニケーションがデータベースで円滑に
行えます。

設計部署
Unidrafｼﾘｰｽﾞ

お取引先
UD Viewer

他部署
 UD Viewer

Internetを利用した年間サポート契約
 ご契約継続年数により最大50％OFFとなる価格体系。

 年間サポート契約を結ぶことにより、弊社のサポート係りと直接
やり取りを行えます。

 同一バージョン内の最新プログラムを自由にダウンロードして
更新できます。注）バージョンアップ・アップグレードは有償。

Unidraf 教育セミナー

Unidraf のオペレーションをより早く修得していただくために、定期教育セ
ミナーを開催しております。

Unidrafシリーズ定期教育セミナー 　\20,000
※1名様の料金です。

Unidrafシリーズ個別教育セミナー　\９0,000
※5名様まで受講できます。（1社に限ります）

 追加年間サポート
Unidraf7/Expert:\18,000、ExpertLT:\12,000、盤用CAD:\8,000

　　※　6式目以降の1式追加時のサポート費用です。
　　※　継続年数に応じて割引されます。

また、定期教育セミナーとは別に、お客様がご希
望される日程、内容にて開催することが可能な個
別セミナーのお申し込みも受け付けております。
パソコンは一人に1台ずつご用意しておりますので
、講師の説明を聞きながら実際に操作を行って習
得できます。

継続年数 １～5台までの価格
継続時

の掛率
1年目

盤用CAD ExpertLT Expert
Unidraf7

\40,000 \60,000 \90,000 100%

2年目 \36,000 \54,000 \81,000 90%

3年目 \32,000 \48,000 \72,000 80%

4年目 \28,000 \42,000 \63,000 70%

5年目 \20,000 \30,000 \45,000 50%

シリーズ 概要書



  

主要納入先

シリーズ 概要書

（株）ＫＶＫ

（株）ＭＡＲＵＷＡ 土岐工場

（株）ＮＴＮ御前崎製作所

（株）TAIYO

（株）TEMCO

（株）UACJ 銅管

（株）アイサク

（株）アツミテック

（株）アドヴィックス　刈谷工場

（株）アラキ製作所

（株）イシメックス

（株）エデックリンセイシステム

（株）エフエーサービス

（株）オチアイネクサス

（株）オプトン

（株）カシフジ

（株）かんでんエンジニアリング

（株）キッツ

（株）グッドマン 総合研究所

（株）クボタ 枚方製造所

（株）ジェイテクト

（株）ジェイピーシー

（株）ジャパンディスプレイ

（株）シンテックホズミ

（株）スギノマシン

（株）セリアエンジニアリング

（株）ダイフク

（株）タマディック

（株）タムラＦＡシステム

（株）チタ製作所

（株）チノー

（株）ﾃﾞﾝｿｰｴｱｸｰﾙ 豊科工場

（株）ﾃﾞﾝｿｰｴｱｼｽﾃﾑｽﾞ 長野工場

（株）デンソープレアス

（株）ニチアス

（株）ノリタケエンジニアリング

（株）ヒカリ

（株）マキタ

（株）マグトロニクス

（株）マコト工業

（株）マシンエンジニアリング

（株）マルヤスエンジニアリング

（株）ミカワエンジニアリング

（株）メックインターナショ ナル

（株）メックインターナショ ナル

（株）ヤマザキ

（株）ユタカ技研

（株）旭洋工業製作所

（株）安永

（株）安川電機

（株）岡本工作機械製作所

（株）下平電機製作所

（株）紀和マシナリー

（株）協豊製作所

（株）玉木鐡工所

（株）栗本鉄工所

（株）栗本鐵工所　住吉工場

（株）光機械製作所

（株）高周波熱練

（株）高木製作所

（株）桜井グラフィックシステムズ

（株）三共製作所

（株）三陽製作所

（株）三立

（株）芝岡製作所

（株）小田原エンジニアリング

（株）松浦機械製作所

（株）松川鉄工所

（株）信和電機製作所

（株）成電工業

（株）西村製作所

（株）西島

（株）静岡鐵工所

（株）倉元製作所

（株）太陽工機

（株）中央エンジニアリング

（株）中央製作所

（株）中津川セラミック

（株）長浜製作所

（株）電元社製作所

（株）渡辺機械製作所

（株）東海精機

（株）東伸

（株）東振テクニカル

（株）東振精機

（株）東洋電溶

（株）東精エンジニアリング

（株）東京精密

（株）日東ボタン

（株）日立プラントメカニクス

（株）日立製作所ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑ

（株）巴川製紙所

（株）柏原機械製作所

（株）不二越

（株）不二精機製造所

（株）冨士製作所

（株）別川製作所

（株）豊幸

（株）豊通テクノ

（株）豊田自動織機製作所

（株）豊電子工業

（株）明電ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　中部支社

（株）明電ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　豊田支店

（株）明電舎

（株）明和ｅテック

（株）神戸製鋼所

（株）神崎高級工機製作所

（株）神津製作所

（株）都筑製作所

（株）京都製作所

DMG 森精機（株）

ＤＯＷＡメタニクス（株）

ＫＹＢ（株）

ＫＹＢ金山（株）

ＫＹＢ川辺（株）

MHI 工作機械ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）

NOK（株）福島事業所

NTN（株）生産技術研究所

NTN（株）磐田製作所

Toyota Motor Manufacturing, U.S.A

TSコーポレーショ ン（株）津工場

TSプレジショ ン（株）

アイシン・エーアイ（株）

アイシンエイダブリュ（株）

アイシンエイダブリュ工業（株）

アイシンメンテナンス（株）

アイシン機工（株）

アイシン高丘（株）

アイシン精機（株）

アイレス電子工業（株）

アサイ産業（株）

アスモ（株）

いすゞエンジン製造北海道（株）

いすゞ自動車（株）

イヅミ工業（株）

エヌアイシ・オートテック（株）

ｴﾌﾟｿﾝｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ（株）

エンシュウ（株）

エンシュウ（株）浜北工場

オカノ電機（株）

オカムラ（株）

オティックス（株）

オムロン（株）三島工場

ｵﾑﾛﾝﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）

オルガン針（株）

オンダ製作所

カルソニック（株）

カンボウブラス（株）

グンゼ（株）

コアテック（株）

コトヒラ工業（株）

コマツ NTC（株）

コータキ精機（株）

ジヤトコ（株）

ジヤトコプラントテック（株）

シロキ工業（株）

ｼﾝﾌｫﾆｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）

スズキ（株）

セイコーインスツル（株）

セイコーエプソン（株）

セントラル自動車（株）

セントラル硝子（株）

ソニーＥＭＣＳ（株）幸田テック

ソニー福島（株）

ﾀﾞｲｵｳｻﾆﾀﾘｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ（株）

ﾀﾞｲｷﾝ工業（株）堺製作所金岡工場

ダイハツ工業（株）

ダイヘン産業機器（株）

タカラ化成工業（株）

テイ・エステック（株）

テクノエイト（株）

テルモ（株）

デンソー（株）

トキワエンジニアリング（株）

トタニ技研工業（株）

トヨタ自動車（株）

トヨタ自動車（株）各海外工場

トヨタ自動車東日本（株）

トヨタ自動車北海道（株）

トヨタ車体（株）

トヨタ紡織（株）

トリニティー工業（株）

ナストーア（株）近江工場

ニチバンテクノ（株）

パイオニアビデオ（株）

パイロットインキ（株）

パナソニック（株）

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ（株）ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ社

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ松下溶接ｼｽﾃﾑ（株）

パラマウント硝子工業（株）

パーカー熱処理工業（株）

ビヨンズ（株）

ファナック（株）

ファナックマグトロニクス（株）

フタバ産業（株）

ブラザー工業（株）

プレス工業（株）

ボッシュ（株）

ホンダロック（株）

ホーコス（株）

ミクロン精密（株）

ミツトヨ（株）

ﾒﾙﾀﾞｽｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）

モリマシナリー（株）

ヤマザキマザック（株）

ヤマザキマザック（株）ｱﾒﾘｶ工場

ヤマザキマザック（株）ｲｷﾞﾘｽ工場

ヤマザキマザック精工（株）

ヤマハファインテック（株）

ヤマハマリン（株）

ヤンマー（株）

リコー（株）厚木事業所

リコーインダストリー（株）厚木事業

所

リコーエレメックス（株）

愛三工業（株）

愛知機械工業（株）

旭サナック（株）

旭精機工業（株）

安川ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）九州工場

安田工機（株）

伊藤機工（株）

伊那食品工業（株）

榎本工業（株）

王子製紙（株）

岡崎機械工業（株）

岡谷岩井北海道（株）

夏原工業（株）

岩谷産業（株）

紀州製紙（株）

鬼頭工業（株）

共和電機工業（株）

興国電気産業（株）

桐生機械（株）

兼松エレクトロニクス（株）

古河ユニック（株）

五條製紙（株）

五條製紙（株）

光洋自動機（株）

光精工（株）

香川職業能力開発短期大学校

高砂工業（株）

高松機械工業（株）

高松電機（株）

高島屋日発工業（株）

国際計測器（株）

佐藤鉄工（株）

三井精機工業（株）

三浦工業（株）

三島光産（株）

三菱マテリアル（株）岐阜製作所

三菱マテリアル（株）筑波製作所

三菱マテリアルテクノ（株）

三菱化学（株）

三菱樹脂（株）

三菱重工業（株）

三菱電機（株）

三菱電機システムサービス（株）

三菱電線工業（株）

三宝伸銅工業 （株）

三木ﾌﾟｰﾘ（株）ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ 

三友工業（株）

三和機工（株）豊橋工場

三益半導体工業（株）

山下機工（株）

山陽白色セメント（株）

志賀機械工業（株）

自動車鋳物（株）

住金クリエイト（株）

住友ゴム工業（株）

住友金属工業（株）鹿島製作所

住友電装（株）

小島プレス工業（株）

昭和電工（株）

信越エンジニアリング（株）

新光電気工業（株）

新東工業（株）

新日本製鐵（株）

新明工業（株）長興寺工場

新明工業（株）本社工場

森永乳業（株）

森合精機（株）

仁科工業（株）

石橋産業（株）

石川島芝浦機械（株）

石川島播磨重工業（株）

川崎重工業（株）

川鉄アドバンテック（株）

前澤工業（株）

倉敷機械（株）

倉敷紡績（株）

大崎電気工業（株）

大同工業（株）

大豊精機（株）

大陽日酸（株）山梨事業所

第一ファルマテック（株）

中央発條（株）

中央理研（株）

中外炉工業（株）

中部ティーイーケィ（株）

朝明精工（株）

長野県伊那技術専門校

長野電子工業（株）

椿本チエイン（株）

田中貴金属（株）

田辺工業（株）

電気興業（株）

東レ（株）名古屋事業所

東久（株）

東光電気（株）

東陶機器（株）

東北パイオニア（株）

東洋ゴム工業（株）

東洋電機（株）

東洋紡績（株）

東洋精機工業（株）

東罐興業（株）小牧工場

東京化工機（株）

東京職業能力開発短期大学校

東京製綱（株）

日化設備エンジニアリング（株）

日晃オートメ（株）

日高精機（株）

日産ディーゼル（株）

日産自動車（株）

日晶電機（株）

日進製作所（株）

日清紡績（株）美合工機工場

日鍛バルブ（株）

日置電機（株）

日鉄エレックス（株）

日鉄住金テックスエンジ（株）

日東電工（株）

日本カーボン（株）滋賀工場

日本ｽﾀｯﾄﾞｳｪﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ（株）

日本フルート（株）

日本高周波鋼業（株）

日本電産キョ ーリ（株）

日本電熱（株）

日本特殊陶業（株）

日本油脂（株）

日野自動車（株）

日立エンジニアリング（株）

日立ツール（株）

日立ベアメカニクス（株）

日立金属（株）

日立湘南電子（株）

萩原工業（株）

白月工業（株）

八幡職業能力開発促進センター

発絋電機（株）

富士ゼロックス（株）

富士ホーニング工業（株）

富士機械製造（株）

富士機工（株）

富士通長野ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）

富士電子工業（株）

富士紡績（株）

扶桑工機（株）

敷島製パン（株）刈谷工場

武内プレス工業（株）

峰澤鋼機（株）

豊ハイテック（株）

豊生ブレーキ工業（株）

豊和工業（株）

豊和繊維工業（株）

豊精密工業（株）

北海道住電精密（株）

本間金属工業（株）

本田技研工業（株）熊本工場

本田技研工業（株）浜松製作所

味の素フレッシュフーズ（株）

明和工業（株）

野村ユニソン（株）

野里電気工業（株）

養命酒製造（株）

鈴鹿エンヂニヤリング（株）

澁谷工業（株）

神鋼パンテック（株）

京セラケミカル（株）

京都職業能力開発短期大学校

2016年 11月現在
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