
1 株式会社 アール・エス・シー中部 36 株式会社 共栄

2 株式会社　ＩＥＣ 37 キリンビバレッジ 株式会社

3 愛知 株式会社 38 近畿日本ツーリスト 株式会社 名古屋教育旅行支店

4 アイリスチトセ 株式会社 39 株式会社 近宣

5 株式会社 青島設計 40 コカコーラボトラーズジャパン株式会社

6 株式会社 明石スクールユニフォームカンパニー　名古屋支店 41 コクヨマーケティング 株式会社

7 有限会社 アクア・ライフ 東邦スイミングクラブ 42 株式会社 桜屋

8 株式会社  アクティオ　名古屋支店 43 三建設備工業 株式会社 名古屋支店

9 株式会社 アペックス 豊田西支店 44 サントリービバレッジサービス　株式会社

10 株式会社 イープロ 45 有限会社 CBC自動車学校

11 株式会社イトウ 46 株式会社 ＪＳコーポレーション

12 株式会社　伊藤園 47 株式会社 JTB 教育旅行名古屋支店

13 生活協同組合 インターカレッジコープ愛知 48 敷島製パン 株式会社

14 株式会社 インテルプレス 49 システムサポート 株式会社

15 株式会社 浦野設計 50 ジャンボスポーツ 株式会社

16 株式会社 栄美通信 51 株式会社 ジョブコム

17 有限会社 エスエスプリント 52 株式会社 シンコーワ

18 株式会社 エヌジェス 53 新東工業 株式会社

19 エヌビーエス 株式会社 54 伸和交通 株式会社

20 エヌワイ工業 株式会社 55 株式会社 スターロードシステム

21
FVジャパン株式会社　営業統括部　中部日本営業部　愛知・
静岡支店

56 株式会社 住ゴム産業 中部支店

22 株式会社 エムアイシーグループ 57 株式会社 正鵠堂

23 エレックヒシキ 株式会社 58 西濃印刷 株式会社

24 株式会社 大垣共立銀行 本山支店 59 積水樹脂 株式会社　近畿北陸支店

25 株式会社 大林組 名古屋支店 60 セクダム 株式会社

26 大林道路 株式会社 中部支店 61 株式会社 セントラル防災

27 岡設計 株式会社 62 タイガーハウス工業 株式会社

28 株式会社 オカムラ 名古屋支店 63 大興電子通信 株式会社

29 株式会社 オリエンタル 64 大同特殊鋼 株式会社

30 社団法人 オリエンタル労働衛生協会 65 ダイトー 株式会社

31 貝沼建設 株式会社 66 大日本土木 株式会社 名古屋支店

32 川北電気工業 株式会社 67 タケショウ 株式会社

33 菊水化学工業 株式会社 68 株式会社 竹中工務店 名古屋支店

34 キヤノンマーケティングジャパン 株式会社 69 TAC 株式会社

35 教育産業 株式会社 70 株式会社 ちくさ正文館書店
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71 中央電気工事 株式会社 107 丸善 株式会社

72 株式会社　中京スポーツ施設 108 株式会社 丸天産業

73 株式会社 電算システム 109 丸菱工業 株式会社

74 電子システム 株式会社 110 株式会社 マルワ

75 東亜建設工業 株式会社 西日本建築支店 111 株式会社 ミキモト

76 東武トップツアーズ 株式会社 名古屋教育旅行支店 112 三井住友海上火災保険 株式会社 愛知中央第一支社

77 東洋証券 株式会社 名古屋支店 113 株式会社 三井住友銀行 名古屋法人営業第三部

78 東洋電機 株式会社 114 三菱電機ビルテクノサービス 株式会社　中部支社 栄支店

79 東洋プリディア 株式会社 115 株式会社 三菱UFJ銀行 星ヶ丘支店

80 株式会社　トーノーセキュリティ 116 有限会社 三星印刷

81 と金クラブ 将棋教室 117 株式会社 ミニミニ

82 豊田信用金庫 天白支店 118 株式會社 み乃龜

83 株式会社 トンボ　名古屋支店 119 村木鑿泉探鑛 株式会社

84 中日本警備 株式会社 120 株式会社 メイゴー

85
日本私立学校振興・共済事業団　愛知会館　名古屋ガーデ
ンパレス

121 名鉄観光サービス 株式会社 名古屋教育旅行支店

86 ナゴヤ学生服販売株式会社 122 株式会社 名鉄百貨店

87 株式会社 名古屋花壇 123 名豊重車輌 株式会社

88 名古屋菅公学生服 株式会社 124 矢野建設 株式会社

89 株式会社 名古屋グランパスエイト 125 矢作建設工業 株式会社

90 株式会社 名古屋東急ホテル 126 矢作ビル＆ライフ 株式会社

91 株式会社 名古屋三越 127 有限会社 唯学書房

92 日本事務器 株式会社 128 株式会社 友和製作所

93 日本フィールドシステム 株式会社 中部支店 129 吉川建設 株式会社 名古屋支店

94 株式会社 日本旅行 名古屋教育旅行支店 130 有限会社 よしだ建設

95 株式会社　二友組 131 リコージャパン 株式会社

96 長谷川体育施設 株式会社　中部支店 132 リンナイ 株式会社

97 株式会社 服部モータース 133 YKK AP 株式会社

98 株式会社 花田工務店 法人会員133社

99 株式会社 パワーチューブ

100 東山遊園 株式会社

101 株式会社 七番組

102 富士コーヒー 株式会社

103 株式会社 フューチャーイン

104 株式会社 プランナーズランド

105 平和ヶ丘神社

106 有限会社　前田体育施設


