
株式会社 サンコー・インダストリアル・オートメーション　取り扱いメーカー一覧（50音順）
ア (株)アイエイアイ ＦＣＩジャパン(株) (株)コガネイ 新晃電機(株) (株)玉川精螺 日精電機(株) (株)日立製作所 三菱オスラム(株)

アイ・オー・データ機器(株) ＦＤＫ(株) 国際電業(株) シンデン(株) (株)チノー 日東化成工業(株) 日之出電機(株) 三菱電機(株)

アイセル(株) (株)エム・システム技研 小原歯車工業(株) 新電元工業(株) 中央精機(株) 日東工器(株) 白光(株) 三菱マテリアル(株)

相原電機(株) ＬＳＩクーラー社 (株)コレガ 新日本ファスナー(株) ツカサ電工(株) (株)日東工業 ヒューレット・パッカード社 (株)妙徳

アイホン(株) エルナー(株) (株)コンテック 新日本無線(株) ツバメ無線(株) 日東電工(株) ピルツジャパン(株) 未来工業(株)

ＩＤＥＣ(株) エレコム(株) コントリネックス・ジャパン(株) シンフォニアテクノロジー(株) 鶴賀電機(株) 二宮電線工業(株) (株)廣杉計器 ミクロン電気(株)

朝日音響(株) オータックス(株) サ 栄通信工業(株) 神保電器(株) ＴＨＫ(株) 日本圧着端子(株) 双葉電子工業(株) (株)ミツトヨ

旭計器(株) オーデリック(株) 坂口電熱(株) スガツネ工業(株) ＴＤＫ(株) 日本インター(株) ブラザー工業(株) ミツミ電機(株)

アズビル(株) オーム電機(株) (株)坂詰製作所 進工業(株) ＴＤＫラムダ(株) 日本エイサー(株) 古河電工パワーシステムズ(株) (株)緑測器

安立計器(株) 大阪自動電機(株)（オジデン） (株)鷺宮製作所 スター精密(株) テイシン電機(株) 日本ケミコン(株) 古川電装(株) ミネベアミツミ(株)

アナログ・デバイセズ(株) 大阪電具(株) サクサプレシジョン(株) スターヒューズ(株) 寺崎電気産業(株) 日本航空電子工業(株) プレシーディップ社 ミヤマ電器(株)

(株)アピステ 大崎電気工業(株) サトーパーツ(株) スタック電子(株) デンカ(株) 日本サーモ(株) (株)ベッセル (株)村田製作所

アメリカン電機(株) 岡谷電機産業(株) サムタク(株) スタンレー電気(株) 電成興業(株) ニホンシーム工業(株) へニックス(株) (株)明工社

アライドテレシス(株) 沖電気工業(株) 三機工業(株) スナオ電気(株) (株)デンソー 日本ジッパーチュービング(株) (株)ヘラマンタイトン メイジテクノ(株)

(株)アルプス技研 (株)オサダ (株)サンケイエンジニアリング スミダコーポレーション(株) 電通産業(株) 日本精工(株) ヘルツ電子(株) (株)メトロール

アレン・ブラドリー社 音羽電機工業(株) (株)三桂製作所 住友電装(株) テンパール工業(株) (株)日本生工技研 ヘンクストラ社 (株)モリテックス

ＡＭＰ（アンプ）社 オプテックス・エフエー(株) (株)サンケン電気 スリーエムジャパン(株) (株)トーキン 日本セック(株) ホーザン(株) 森宮電機(株)

(株)イーエーオージャパン (株)オプトエレクトロニクス (株)三社電機製作所 スワロー電機(株) Ｔｈｏｍａｓ＆Ｂｅｔｔｓ社 日本端子(株) ボーンズ(株) (株)モリマツ

イーグローバレッジ(株) (株)小野測器 サンディスク(株) セイコーインスツル(株) 東栄端子(株) 日本テキサス・インスツルメンツ(株) 北陽電機(株) モレックス(株)

イーター電機工業(株) オムロン(株) (株)サンデン セイコーエプソン(株) 東京アイデアル(株) 日本テレメカニック(株) ホシデン(株) ヤ (株)安川電機

(株)石崎電機製作所 オリエンタルモーター(株) サン電子工業(株) (株)正興電機製作所 東京コスモス電機(株) 日本電産コパル電子(株) (株)堀場製作所 山一電機(株)

育良精機(株) オリオン機械(株) サンハヤト(株) 星和電機(株) 東京測定器材(株) 日本電産サーボ(株) 本多通信工業(株) 山田照明(株)

伊東電機(株) (株)オリジン (株)サンミューロン ＳＥＭＩＴＥＣ(株) (株)東京理工舎 日本電産シンポ(株) ヒロセ電機(株) ヤマハ発動機(株)

岩崎電気(株) カ カシオ計算機(株) サンユー工業(株) 千住金属工業(株) 東光電子(株) 日本トムソン(株) (株)フィリップス・ジャパン 山菱電機(株)

(株)岩田製作所 鎌田信号機(株) 三洋電機(株) (株)センテック (株)東芝 (株)日本ピスコ フェアチャイルドセミコンダクター社 (株)山本電機製作所

インターシル(株) (株)カメダデンキ 山洋電気(株) 双信電機(株) 東方電材(株) 日本フレックス工業(株) フェニックス・コンタクト(株) (株)ユー・アール・ディー

(株)インタフェース 河村電器産業(株) (株)三和コネクタ研究所 ソニー(株) 東邦電子(株) 日本ベアリング(株) フォーカスランプ（扶桑電機工業(株)） ユニバーサルロボット社

(株)ヴイ・エス・テクノロジー 菊水電子工業(株) サンワサプライ(株) (株)ソルトン 東洋技研(株) 日本無線(株) (株)フォトロン ユニパルス(株)

ウシオ電機(株) 北川工業(株) 三和電気計器(株) タ (株)第一エレクトロニクス 東洋フューズ(株) 布目電機(株) (株)福田電機製作所 横河電機(株)

(株)エー・アンド・ディ 北川電機(株) 三和電気工業(株) 第一電子工業(株) 東洋計器(株) (株)ネオフレックス フジコン(株) ラ ライン精機(株)

エースサービス(株) キムラ電機(株) 三和電子(株) タイガースポリマー(株) 東洋電機(株) ネグロス電工(株) フジソク（日本電産コパル電子(株)） ＬａｐｐＪａｐａｎ(株)

ＡＰＣ社 (株)木村洋行 (株)ジーエス・ユアサコーポレーション 大東通信機(株) 東和制電工業(株) (株)ノーケン 冨士端子工業(株) ラトックシステム(株)

ＥＩＺＯ(株) キャノン(株) ＣＫＤ(株) 大同端子製造(株) (株)常盤商工 ハ ハーティング(株) 富士通(株) (株)リード

エコー電子(株) 京セラクリスタルデバイス(株) シーシーエス(株) 太平洋精工(株) (株)栃木屋 長谷川電機工業(株) 富士電機(株) 理化工業(株)

(株)ＳＭＫ 京セラ(株)電子デバイス ジェフコム(株) 太陽ケーブルテック(株) 豊澄電源機器(株) (株)八光電機 不二電機工業(株) リテルヒューズ

ＳＭＣ(株) (株)共和電業 システムサコム工業(株) 太陽誘電(株) トレックスセミコンダクター(株) 発紘電機(株) マ (株)マーベル ルナライト(株)

(株)エスケイ工機 (株)キングジム シチズン・システム(株) ダイヤトレンド(株) ナ 内外精機工業(株) (株)パイロ電子 マイクロチップ・テクノロジー・ジャパン(株) ルネサスエレクトロニクス(株)

(株)エスコ キングブライト・ジャパン(株) (株)指月電機製作所 (株)ＴＡＩＹＯ (株)中村電機製作所 (株)パトライト マイクロテックラボラトリー(株) ルビコン(株)

エスジー工業(株) (株)クラベ ジック(株) (株)泰和電器 長野計器(株) バナーエンジニアリング(株) マキシム・ジャパン(株) ＬＥＸ（(株)丸三電機）

ＳＴマイクロエレクトロニクス(株) ケーエスエス(株) 品川商工(株) 泰和電気工業(株) 永森電機(株) パナソニック(株) (株)マキタ ローム(株)

エスディエス(株) (株)ケーメックス 品川電線(株) 大和化成工業(株) (株)名取製作所 パナソニックデバイスＳＵＮＸ(株) マクセル(株) ローヤル電機(株)

ＳＵＳ(株) ケイテック(株) 篠原電機(株) 大和電業(株) (株)七星化学研究所 パナソニック(株)電子デバイス マサル工業(株) ＲＯＢＯＴＩＱ社

(株)エニイワイヤ ケル(株) 芝軽粗材(株) (株)タカチ電機工業 日亜化学工業(株) パンドウイットコーポレーション日本支社 松尾電機(株) ワ (株)ワールド

エヌアイシ・オートテック(株) (株)ケンコー・トキナー 島田電機(株) タキゲン製造(株) ニチコン(株) (株)バッファロー (株)マックエイト ワゴジャパン(株)

ＮＥＣ（日本電気(株)） コーセル(株) (株)シマデン タクマン電子(株) 日電商工(株) (株)バルコム マックス(株) 渡辺電機工業(株)

(株)エヌエー コーデンシ(株) シャープ(株) 竹内工業(株) 日動工業(株) 林電工(株) (株)松永製作所

エヌエスディ(株) ＫＯＡ(株) ＪＡＰＰＹ社 竹中エンジニアリング(株) (株)ニチフ ハンマーキャスター(株) (株)丸三電機

ＮＫＥ(株) (株)弘輝 シュナイダー(株) 竹中電子工業(株) (株)ニックス ＢＩテクノロジー社 マル信無線電機(株)

ＮＫＫスイッチズ(株) 光洋電子工業(株) 昭和測器(株) 多治見無線電機 (株)ニッセイ (株)ビー・アンド・プラス マルハ電機(株)

エフェクター(株) 興和化成(株) 信越化学工業(株) 田中電線(株) 日星電気(株) 日置電機(株) マルヤス電業(株)
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