
※ 敬省略、順不問でご紹介いたします。

官庁・公共団体

ゆうちょ銀⾏ 郵便局(株) ⽇本郵便事業(株)

⽇本たばこ産業(JT) 清⽔市農業共同組合 全農鶏卵

⼤蔵省印刷局

⽔産・建設

マルハニチロ ⽇本⽔産 ⼤洋漁業

秀和建設 積⽔ハウス 松下電⼯外装

三井農林

⾷品

⽇本製粉 ⽇清製粉 三井製糖

秋本⾷品 森永製菓 味の素

味の素タカラコーポレーション 明治製菓 中村屋

江崎グリコ 不⼆家 ⼭崎製パン

明治乳業 雪印乳業 森永乳業

プリマハム ⽇本ハム 伊藤ハム

雪印⾷品 丸⼤ハム サッポロビール

アサヒビール キリンビール 東洋醸造

合同酒精 三楽オーシャン マルキン忠勇

養命酒製造 ⼭陽コカ・コーラボトリング カルピス⾷品⼯業

⽇清製油 キッコーマン⾷品 味の素

エスビー⾷品 カゴメ ニチレイ

東洋⾷品 ⽯井⾷品 ⽇清⾷品

永⾕園本舗 明星⾷品 相模ハム

ブルドックソース 味の素ゼネラルフーズ サントリー

ニッカウイスキー ⼤倉酒造 ⼤関酒造

菊正宗酒造 ⻩桜酒造 ⾦盃酒造

⼩⻄酒造 沢の鶴 宝酒造

⾠⾺本家酒造 ⽩鶴酒造 東ハト

洋菓⼦のヒロタ ロッテ ヤマサ醤油

ハナマルキ味噌 マルコメ ミツカン酢

敷島製パン フジパン ⽇本コカコーラ

丸美屋⾷品⼯業 協同乳業 全国農協乳業

全酪連 全国中央鶏卵センター イセ⾷品

ネスレ⽇本 アヲハタ はごろもフーズ

伊藤園 ⼭本のり 桃屋
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紀⽂ ⽇清フーズ ⽂明堂

なとり⾷品 正⽥醤油 信州味噌

寿がきや⾷品 スイートガーデン ⾼島造酢

⽉の井酒造 ⽉島⾷品⼯業 東洋鶏卵

東海漬物製造 東海⾷品 東海澱粉

三本コーヒー 丸堀製茶 陶陶酒製造

東北エスエスケー⾷品 東北醤油 房総ファーム

東京ミツカン 千葉明治⽜乳 ナイガイ

中埜酢店 ⽇本デルモンテ 野津漬物⾷品

ヒゲタ醤油 富⼠⾷品⼯業 ノーサンエッグ

楽陽⾷品 メルシャン ⽯垣⾷品

榮太郎總本舗 エムケーチーズ キッコー⾷品⼯業

キノエネ醤油 キリンレモン ⾦印わさび

キリンビバレッジ 伊藤ハムデイリー 紀⽂⾷品

クノール⾷品 ケンコーマヨネーズ ⼩岩井乳業

サントネージュワイン 桜井⽢精堂 サクマ製菓

サンバーグ 近畿コカコーラボトリング 萬和

ハウス⾷品 味の素フレッシュフーズ

繊維

グンゼ 帝⼈ 東レ

福助 ワコール

パルプ・紙

⽇本製紙 王⼦製紙

化学

三井化学 住友化学⼯業 三菱化学

呉⽻化学⼯業 ⽯原産業 ⽇本酸素

協和発酵キリン 三菱化学 ミヨシ油脂

花王 三共 武⽥薬品⼯業

第⼀三共製薬 ⼤⽇本住友製薬 塩野義製薬

アステラ製薬 わかもと製薬 あすか製薬

萬有製薬 ⽇本製薬 新⽣中外製薬

エーザイ ロート製薬 ⼩野薬品⼯業

⽇研化学 久光製薬 持⽥製薬

⼤正製薬 参天製薬 エスエス製薬

扶桑薬品⼯業 北陸製薬 ⽇本ケミファ

ツムラ テルモ 富⼠写真フィルム

コニカミノルタ 資⽣堂 ライオン

フマキラー アラクス エオビス薬品⼯業

太⽥胃酸 ⼩太郎漢⽅製薬 科研製薬

救⼼製薬 杏林製薬 キッセイ薬品⼯業

興和 北⾥研究所 佐藤製薬

三和化学研究所 滋賀県製薬 ゼリヤ新薬⼯業

全薬⼯業 台糖ファイザー 東菱薬品⼯業

トーアエイヨー ⽇本ベーリンガー ⽇⽔製薬

マイルス三共 バイエル薬品 ミノファーゲン製薬本舗

森下製薬 龍角散 アース製薬

ウエラ化粧品 ウテナ化粧品 キスミーファインコスメティック



コーセー サンスター ジョンソンエンドジョンソン

シーボン化粧品 ジュジュ化粧品 ハリウッド化粧品

プロクターアンドギャンブル(P&G) ポーラ化成⼯業 レブロン

⽩元 住友スリーエム デュポンジャパン

イオナインターナショナル イチジク製薬 インターナショナルトイレツリース

栄研化学 ⼩林薬品⼯業 関東化学

三宝製薬 相模ゴム⼯業 サンド薬品

積⽔樹脂 ⽟の肌⽯鹸 デュポン

帝三製薬 トップ化成 東洋エアゾール⼯業

⽇本農薬 ⽇本農薬⼯業 パイロット

バイエル三共 三笠製薬 三菱化学

マックスファクター 和光堂

ゴム

ブリヂストン オカモト アキレス

相模ゴム⼯業 不⼆ラテックス

窯業

⼩野⽥セメント

鉄鉱

住友⾦属⼯業

⾦属

東洋製罐 北海製罐

機械

富⼠ロビン 住友重機⼯業 渋⾕⼯業

コマツソフト 丸紅機械貿易 NOK

オークラ輸送機 ケー・エイチ・ケー オーエム製作所

クボタ 東京⾃働機製作所 ダイフク

シーケーディ 三條機械製作所 JUKI

富⼠電機 ⽇本精⼯ ホクショー

川島製作所 マーケム 京都製作所

リンテック 東海⼯業ミシン 東陽機械製作所

⽇本⾃働機精機 ⽯川製作所 ⿊⽥精⼯

三⽊プーリー フジキカイ ⼤森機械⼯業

電機

⽇⽴製作所 東芝

三菱電機 明電舎

⽇本電気 富⼠通

沖電気⼯業(株) パナソニック(株)

安⽴電気 ソニー

東北⾦属⼯業 TDK



三洋電機 パナソニックモバイルコミュニケーションズ(株)

パナソニック四国エレクトロニクス(株) コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⼭⽔電気 ⽇⽴マクセル

太陽誘電 パナソニック電⼯(株)

パナソニック(株) セミコンダクター社 (株)ソニー・ミュージックエンタテインメント

テイチク マックス電⼦

⿃取オンキョー パナソニック半導体ディクリートデバイス(株)

輸送

⽇産⾃動⾞ いすゞ⾃動⾞ 本⽥技研⼯業

スズキ(株) 富⼠重⼯業

精密

HOYA キヤノン ⽇本電産サンキョー(株)

諸⼯業

凸版印刷 ⼤⽇本塗料 ⼤⽇本印刷

協同印刷 任天堂 DNPエス・ピー・テック

三菱鉛筆 パイロット DIC(株)

商業

双⽇(株) 伊藤忠商事 三井物産

⼤⽇本商事 住友商事 三菱商事

第⼀実業 稲畑産業 JFE商事(株)

⾦融・保険

三菱東京UFJ銀⾏ みずほ銀⾏ 三井住友銀⾏

横浜銀⾏ 三菱UFJ信託銀⾏ 住友信託銀⾏

中央三井信託銀⾏ ⼤和證券 ⽇興コーディアル証券

倉庫・通信

NTT

サービス

東宝 東急レクリェーション 近畿⽇本ツーリスト

JTB 東急観光 ⽇本旅⾏社

その他

朝⽇新聞社 JR東⽇本 東京電⼒

ポニーキャニオン 産経新聞社 ⽇本経済新聞社

主婦の友社 新⽇本プロレスリング



海外

U.S.A Europe & South East Asia

御社のご要望にお応えする機種の選定、また各種オリジナル機の設計、オーダーのご相談を承ります。
お気軽にお問い合わせください。

株式会社 モリコー
東京都目⿊区目⿊本町2-16-14 （TEL）03-3711-5511（代表） （FAX）03-3711-5517

メールでのお問い合わせ プライバシーポリシー
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