
 

一般社団法人 日本溶接協会 団体会員 名簿（五十音順） 

 

2023年 5月 24日現在 
特級会員 

(13社) 

㈱ＩＨＩ 川崎重工業㈱ ㈱神戸製鋼所 ＪＦＥスチール㈱ ジャパンマリンユナイテッド㈱ ㈱ダイヘン 

東京電力ホールディングス㈱ 東芝エネルギーシステムズ㈱ 日鉄溶接工業㈱ 日本製鉄㈱ パナソニック コネクト㈱ 

㈱日立製作所 三菱重工業㈱ 

1級会員 

(19社) 

㈱アマダ 今治造船㈱ ㈱荏原製作所 ＯＢＡＲＡ㈱ 鹿島建設㈱ 関西電力㈱ 小池酸素工業㈱ 大陽日酸㈱ 大同特殊鋼㈱ 

電元社トーア㈱ デンヨー㈱ トーヨーカネツ㈱ 日酸ＴＡＮＡＫＡ㈱ 日本車輌製造㈱ 日本エア・リキード(同) 

日立 GEニュークリア･エナジー㈱ 日立造船㈱ ファナック㈱ 三菱電機㈱ 

2級会員 

(16社) 

㈱石井鐵工所 ㈱クロセ 清水建設㈱ ＪＦＥエンジニアリング㈱ 住友重機械マリンエンジニアリング㈱ 

㈱総合車両製作所 ㈱タセト ㈱名村造船所 日鉄エンジニアリング㈱ 日鉄テクノロジー㈱ 日本ウエルディング・ロッド㈱ 

㈱日本スペリア社 日本製鋼所Ｍ＆Ｅ㈱ 日本冶金工業㈱ ㈱三井 E&S 三菱製鋼㈱ 

3級会員 

(92社) 

㈱ＩＨＩインフラシステム 愛知産業㈱ アルナ車両㈱ 石福金属興業㈱ いすゞ自動車㈱ 岩谷瓦斯㈱ 岩谷産業㈱ 

エア・ウォーター㈱ エンシュウ㈱ ㈱大島造船所 ㈱大林組 尾道造船㈱ ㈱オリジン 川崎車両㈱ 川田工業㈱ 

(一財)近畿高エネルギー加工技術研究所 近畿車輌㈱ ㈱黒木工業所 高圧ガス保安協会 ㈱弘輝 興研㈱ ㈱向洋技研 

㈱駒井ハルテック ㈱小松製作所 ㈱新来島サノヤス造船 ㈱重松製作所 四国電力㈱ 四国溶材㈱ ㈱新来島豊橋造船 

㈱新来島どっく ㈱ジーテクト ＪＦＥテクノリサーチ㈱ 住友精密工業㈱ 千住金属工業㈱ 

(一社)全国基礎工事業団体連合会 (一社)全国鐵構工業協会 ソニー㈱ 大成建設㈱ 高田機工㈱ ㈱高田工業所 瀧上工業㈱ 

㈱タクマ ㈱竹中工務店 田中貴金属工業㈱ ㈱タムラ製作所 ㈱大進工業研究所 ダイハツ工業㈱ ㈱中央製作所 

中国電力㈱ 千代田化工建設㈱ ㈱千代田精機 月島機械㈱ 電源開発㈱ 東芝インフラシステムズ㈱ 東京ブレイズ㈱ 

東芝プラントシステム㈱ 東北精密㈱ 特殊電極㈱ ㈱巴コーポレーション トヨタ自動車㈱ ㈱鳥谷溶接研究所 

独逸機械貿易㈱ ナイス㈱ ㈱ナ・デックス 新潟トランシス㈱ ㈱ニチゾウテック 日鉄テックスエンジ㈱ 

(一財)日本海事協会 日本ファブテック㈱ ニツコー熔材工業㈱ 日産自動車㈱ 日鉄ハードフェイシング㈱ 

日本アルミット㈱ 日本化学機械製造㈱ ㈱ニホンゲンマ (一社)日本鋼構造協会 函館どつく㈱ 

パナソニックホールディングス㈱ ㈱ＳＵＢＡＲＵ 富士電機㈱ 古河電工パワーシステムズ㈱ 北海道電力㈱ 

本田技研工業㈱ ポップリベットファスナー㈱ 三菱自動車工業㈱ 三菱造船㈱ 宮地エンジニアリング㈱ ㈱安川電機 

㈱ユタカ ユテクジャパン㈱ ㈱横河ブリッジ レイズネクスト㈱ 

4級会員 

(156社) 

ART-HIKARI㈱ アイセイハード㈱ ㈱アイテックコーポレーション IPGフォトニクスジャパン㈱ ㈱青木メタル  

旭エレクトロニクス㈱ ㈱東化工 ㈱安藤・間 育良精機㈱ 石川金属㈱ 出光興産㈱ ㈱WIND-SMILE ㈱ＷＥＬ-ＫＥＮ 

㈱ウエルディングアロイズ・ジャパン ㈱WELDTOOL ㈱臼杵造船所 (国研)宇宙航空研究開発機構 ウツエバルブサービス㈱ 

㈱エイチワン ㈱エステーリンク ㈱NTTデータザムテクノロジーズ ＥＮＥＯＳ㈱ 大阪ガスネットワーク㈱ 

㈱大阪チタニウムテクノロジーズ ㈱オーエーテック OKIネクステック㈱ ＴＯＷＡレーザーフロント㈱ 花王㈱ 

化研テック㈱ ㈱ガステック 関電プラント㈱ 関東冶金工業㈱ ㈱カンドリ工業 北日本造船㈱ 木村化工機㈱ 九州電力㈱ 

極東開発工業㈱ ㈱キョクトー ㈱クボタ ㈱ケミカル山本 原子燃料工業㈱ ㈱原子力安全システム研究所 コータキ精機㈱ 

㈱神戸工業試験場 ㈱香西鉄工所 ㈱小島半田製造所 コスモ石油㈱ コマツ産機㈱ コベルコ建機㈱ コベルコ溶接テクノ㈱ 

埼玉車体㈱ ㈱阪口製作所 佐々木半田工業㈱ 山九㈱ 山陽精工㈱ 山陽特殊製鋼㈱ 三立電器工業㈱ 柴田科学㈱ 

㈱シマノ㈱ＪＫＷ ㈱ジャパンユニックス ＪＸ金属㈱ ㈱スギノマシン スズキ㈱ スター電器製造㈱ ㈱スノウチ 

住友化学㈱ 住友重機械プロセス機器㈱ (独)エネルギー・金属鉱物資源機構 ゼストロンジャパン㈱ ㈱ソルトン 

竹島鉄工建設㈱ 多度津造船㈱ 中央労働災害防止協会 中部電力㈱ 千代田工業㈱ 千代田エクスワンエンジニアリング㈱ 

常石造船㈱ TDK㈱ テクノコート㈱ ㈱テプコシステムズ ㈱テリーサ研究所 ㈱デンソー ㈱電溶工業 

(一財)電力中央研究所 東亜石油㈱ 東京ガス㈱ 東京ガスネットワーク㈱ ㈱東芝 東ソー㈱ 東邦ガスネットワーク㈱ 

東北電力㈱ 東洋アルミニウム㈱ 東洋エンジニアリング㈱ DOWAエレクトロニクス㈱ ㈱徳力本店 ㈱永井製作所 

㈱ナ・デックスプロダクツ ㈱ニコン 日揮㈱ 日揮グローバル㈱ 日鉄ステンレス㈱ 日鉄ステンレス鋼管㈱ 

日鉄パイプライン＆エンジニアリング㈱ 日産車体㈱ 日本原燃㈱ 日本スタッドウェルディング㈱ 日本タングステン㈱ 

日本鏡板工業㈱ 日本原子力発電㈱ 日本電子㈱ 日本電子工業㈱ (一財)日本溶接技術センター ニホンハンダ㈱ 

㈱日本フィラーメタルズ ノースヒルズ溶接工業㈱ 白光㈱ (一財)発電設備技術検査協会 ハリマ化成㈱ ㈱ハンシン 

㈱プロテリアル 日立建機㈱ 富士高周波工業㈱ 富士合金工業㈱ 富士フイルム㈱ (国研)物質・材料研究機構 

古河電気工業㈱ Fronius Japan㈱ 北陸電力㈱ ポニー工業㈱ 

マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン㈱ 松尾ハンダ㈱ マツダ㈱ マツモト機械㈱ 

マテリアライズジャパン㈱ ㈱マルコム ㈱丸秀工機 丸文㈱ マルヤ産業㈱ 三浦工業㈱ 

みずほリサーチ&テクノロジーズ㈱ 三井化学㈱ 三菱化工機㈱ 三菱マテリアル㈱ ㈱村田製作所 森村商事㈱ 

ヤマト産業㈱ 山本光学㈱ ユニオン電機㈱ ㈱ラインワークス ラメール㈱ 菱輝金型工業㈱  

リンカーンエレクトリックジャパン㈱ リンクウィズ㈱ ㈱レスカ レーザーライン㈱ 

5級会員 

（6社） 

大村技研㈱ 呉金属熱錬工業㈱ ㈱最新レーザ技術研究センター ㈱セイコーウェーブ 三菱商事テクノス㈱ ㈱レーザックス 

 
合計 302 社 


