
 教育研究上の情報

＜教員一人当たり学生数＞

（平成29年5月1日現在）

学部 学科 専任教員数 在籍学生数 教員一人当たり学生数

 工学部  電気学科 26 1115 42.9

 応用化学科 16 596 37.3

 機械学科 24 1102 45.9

土木工学科
（都市環境学科）

14 521 37.2

 建築学科 17 906 53.3

97 4240 43.7

 経営学部  経営学科 19 684 36.0

19 684 36.0

 情報科学部  情報科学科 21 937 44.6

21 937 44.6

基礎教育センター 35   

総合技術研究所 1   

36   

173 5861合計 

計 

工学部計 

経営学部計 

情報科学部計 



 教育研究上の情報

＜収容定員充足率＞

（平成29年5月1日現在）

学部 学科 入学定員
収容定員
( a )

在籍学生
総数( b )

収容定員充足率
（b／a）※1

 工学部  電気学科 270 1080 1115 1.03

 応用化学科 135 540 596 1.10

 機械学科 250 1000 1102 1.10

 土木工学科（都市環境学科） 120 480 521 1.09

 建築学科 220 880 906 1.03

995 3980 4240 1.07

 経営学部  経営学科 130 520 684 1.32

130 520 684 1.32

 情報科学部  情報科学科 190 760 937 1.23

190 760 937 1.23

1315 5260 5861 1.11

工学部計 

※1　収容定員充足率については、小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。

経営学部計 

情報科学部計 

合計 



＜入学定員数（過去4年間）＞

学部 学科 平成29年度 平成28年度 平成27年度 平成26年度

 工学部  電気学科 270 230 230 230

 応用化学科 135 130 130 120

 機械学科 250 220 220 220

 土木工学科（都市環境学科） 120 120 120 80

 建築学科 220 180 180 170

995 880 880 820

 経営学部  経営学科 130 130 130 170

130 130 130 170

 情報科学部  情報科学科 190 190 190 210

190 190 190 210

1315 1200 1200 1200合計 

工学部計 

経営学部計 

情報科学部計 



 教育研究上の情報

＜学位授与数（過去4年間）＞

 学士（工学） 857 828 828 851

 学士（経営学） 174 175 210 224

 学士（情報科学） 239 197 212 233

 学士（経営情報科学） － － 1 3

1270 1200 1251 1311

 修士（工学） 68 70 58 52

 修士（経営情報科学） 32 29 54 38

100 99 112 90

 博士（工学） 5 4 0 4

 博士（経営情報科学） 5 1 0 1

10 5 0 5

 博士（工学） 0 2 1 0

 博士（経営情報科学） 0 3 0 0

0 5 1 0

※　経営学部経営学科及び情報科学部情報科学科は、平成21年度設置

平成25年度授与学位

 学士

平成27年度平成28年度 平成26年度

 課程博士

合計 

 論文博士

合計 

合計 

合計 

 修士



 教育研究上の情報

＜入学者推移（過去4年間）＞

学部
入学定員数 入学者数 入学定員数 入学者数 入学定員数 入学者数 入学定員数 入学者数

 工学部 995 1135 880 1001 880 1078 820 993

 経営学部 130 158 130 146 130 180 170 196

 情報科学部 190 241 190 200 190 228 210 247

合計 1315 1534 1200 1347 1200 1486 1200 1436

平成27年度 平成26年度平成29年度 平成28年度



 教育研究上の情報

＜学部、学科別の退学者数の推移（過去3年間）＞

◆平成28年度 （平成29年7月1日現在）

学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
 工学部  電気学科 8 9 14 1 32

 応用化学科 4 4 3 2 13
 機械学科 4 11 9 3 27
土木工学科（都市環境学科） 4 3 4 0 11
 建築学科 7 23 9 2 41

27 50 39 8 124
 経営学部  経営学科 4 6 2 2 14

4 6 2 2 14
 情報科学部  情報科学科 6 8 10 8 32

6 8 10 8 32

37 64 51 18 170

◆平成27年度

学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
 工学部  電気学科 7 10 13 3 33

 応用化学科 1 9 5 2 17
 機械学科 2 13 10 1 26
土木工学科（都市環境学科） 4 6 2 1 13
 建築学科 10 18 2 3 33

24 56 32 10 122
 経営学部  経営学科 7 10 5 4 26

7 10 5 4 26
 情報科学部  情報科学科 7 13 17 4 41

7 13 17 4 41
 経営情報科学部  経営学科 － － － － －

 情報科学科 － － － 1 1
－ － － 1 1

38 79 54 19 190

◆平成26年度
学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次 合計

 工学部  電気学科 13 20 13 5 51
 応用化学科 2 11 7 2 22
 機械学科 7 17 10 4 38
 都市環境学科 3 8 4 15
 建築学科 5 19 6 1 31

30 75 40 12 157
 経営学部  経営学科 18 1 9 2 30

18 1 9 2 30
 情報科学部  情報科学科 8 9 17 8 42

8 9 17 8 42
 経営情報科学部  経営学科 － － － 0 0

 情報科学科 － － － 0 0
－ － － 0 0

56 85 66 22 229

※退学者数には、除籍者も含む。

工学部計

経営情報科学部計

経営学部計

情報科学部計

合計

情報科学部計

経営情報科学部計

合計

経営学部計

工学部計

情報科学部計

合計

工学部計

経営学部計



 教育研究上の情報

＜留年者数＞

（平成28年度）

学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次

 工学部  電気学科 16 11 39 8

 応用化学科 4 19 11 7

 機械学科 6 19 40 11

土木工学科（都市環境学科） 6 19 8 7

 建築学科 9 33 14 18

41 101 112 51

 経営学部  経営学科 6 14 4 12

6 14 4 12

 情報科学部  情報科学科 15 9 22 29

15 9 22 29

 経営情報科学部  情報科学科 － ー ー ー

 経営学科 ー ー ー ー

0 0 0 0

62 124 138 92

経営学部計 

情報科学部計 

合計 

工学部計 

経営情報学部計 



 教育研究上の情報

＜社会人学生数＞

（平成29年5月1日現在）

 研究科　 専攻 修士課程 博士課程

 工学研究科  電気電子工学専攻 0 －

 材料化学専攻 0 －

 機械工学専攻 0 －

 建設システム工学専攻 0 －

 電気・材料工学専攻 － 0

 生産・建設工学専攻 － 1

0 1

 経営情報科学研究科  経営情報科学専攻 1 10

1 10

1 11

経営情報科学研究科計 

工学研究科計 

合計 



 教育研究上の情報

＜留学生数＞

◆学部 （平成29年度）

学部 学科 留学生数

 工学部  電気学科 0

 応用化学科 1

 機械学科 1

 土木工学科 0

 建築学科 2

4

 経営学部  経営学科 0

0

 情報科学部  情報科学科 0

0

◆大学院研究科 （平成29年度）

 研究科　 専攻 修士課程 博士課程

 工学研究科  電気電子工学専攻 0 0

 材料化学専攻 0 0

 機械工学専攻 0 0

 建設システム工学専攻 0 0

 電気・材料工学専攻 0 1

 生産・建設工学専攻 0 2

0 3

 経営情報科学研究科  経営情報科学専攻 28 10

28 10

28 13

工学部合計 

合計 

経営学部合計 

情報科学部合計 

工学研究科計 

経営情報科学研究科計 



 教育研究上の情報

＜協定相手校＞

国　名 学校名 協定の種類
提携年
（西暦）

中華人民共和国 東南大学 姉妹校提携 1980年

中華人民共和国 東南大学 学生交流協定 1996年

スロベニア共和国 ヨーゼフステファン研究所 学術交流および共同研究に関する協定 2001年

フランス ピエール・マリー・キュリー大学（パリ第６大学） 包括協定 2001年

アメリカ合衆国 ケンタッキー大学　（工学部） 学術交流協定 2002年

タイ国 チェンマイ大学　（理学部） 協力協定 2003年

ポーランド ポーランド科学アカデミー・基盤技術研究所 学術交流協定 2005年

チェコ共和国 チャーレス大学　(薬学部） 協力協定 2005年

タイ国 ソンクラ大学　（理学部） 協力協定 2005年

大韓民国 韓国海洋大学校 協力協定 2006年

アメリカ合衆国 ジョージタウンカレッジ 学術交流協定 2006年

インド スリ シバスブラマニーヤ ナダール工業大学（ＳＳＮ） 協力協定 2007年

スペイン カタロニア工科大学 学術交流協定及び学生交流協定 2008年

中華人民共和国 東南大学 共同学位プログラムに関する協定 2008年

大韓民国 韓国海洋大学校 共同学位プログラムに関する協定 2009年

タイ国 コンキャン大学 学術交流協定及び学生交流協定 2011年

中華人民共和国 東南大学 学術交流協定 2011年

中華人民共和国 東南大学 共同研究協定 2011年

中華人民共和国 揚州大学 学術交流協定及び学生交流協定 2011年

詳細はこちら http://www.ait.ac.jp/international/partner-schools/



 教育研究上の情報

＜大学間連携＞

本学、名古屋工業大学、大同大学、豊田工業高等専門学校の４校で「工科系コンソーシアムによるもの
づくり教育の拠点」を形成している。
現在は、各校の建学の精神を尊重しながら工科系教育研究の特色を活かして中部地域の「ものづくり」
教育研究の充実、高度化を推進している。

本コンソーシアムでは、以下の取組を連携して行っている。

①理工系進学のための啓発活動
②学部・大学院教育プログラムなどの開発

③教育研究環境の充実のための教育・研究設備の共同利用
④国際交流活動

詳細はこちら http://www.nitech.ac.jp/o_gakumu/conso/



 教育研究上の情報

＜産官学連携＞

本学では、総合技術研究所・研究センターが大学院・学部と連携して工学、経営学、情報科学に関する

研究に意欲的に取り組み、学術的に貢献するだけでなく、産業界や公的機関との連携を通じて研究成

果を広く社会に還元することを目指している。

さらに、その成果が本学に還元され、本学で学ぶ学生達に学習・研究のモチベーションを高める機会を得

たいと努力している。

詳細はこちら http://www.ait.ac.jp/facility/research/social-
cooperation/



金融 生和コーポレーション株式会社　東日本本社

セキスイハイム中部株式会社

蒲郡信用金庫 積水ハウス株式会社
北伊勢上野信用金庫 第一工業株式会社
岐阜信用金庫 株式会社大気社
瀬戸信用金庫 太啓建設株式会社
その他の企業 大興建設株式会社
明治安田生命保険相互会社 大東建託株式会社

大日本土木株式会社

建設業 株式会社太平エンジニアリング

大豊建設株式会社

株式会社愛河調査設計 太洋基礎工業株式会社
株式会社朝日工業社 太陽築炉工業株式会社
朝日土木株式会社 大冷工業株式会社
朝日土木興業株式会社 大和ハウス工業株式会社
有限会社アトリエ門口 タカノホーム株式会社(タカノホームグループ）
石井電気工業株式会社 株式会社武市ウインド名古屋
株式会社市川工務店 株式会社竹中工務店
いであ株式会社 株式会社竹中土木
株式会社伊藤工務店 玉野総合コンサルタント株式会社
インペックスエンジニアリング株式会社 中央設備エンジニアリング株式会社
株式会社ウッドフレンズ 株式会社中部
ウッドホーム株式会社 ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社
株式会社浦野設計 東海建設株式会社
有限会社エーピーエス 東建コーポレーション株式会社
ＮＤＳ株式会社 東洋建設株式会社
株式会社オーテック 株式会社トーエネック
株式会社大林組 株式会社ドコモＣＳ東海
大矢建設株式会社 戸田建設株式会社
株式会社岡鈴 トヨタＴ＆Ｓ建設株式会社
小野電気株式会社 株式会社ナイスホーム
小原建設株式会社 中日本高速道路
株式会社加賀田組 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社
株式会社加藤建設 西松建設株式会社
川北電気工業株式会社 ニッカホーム株式会社
川崎設備工業株式会社 日鉄住金テックスエンジ株式会社
株式会社川瀬電気工業所 株式会社日東建設
木内建設株式会社 日本国土開発株式会社
岐建株式会社 日本電技株式会社
有限会社北山建築 株式会社長谷工コーポレーション
株式会社きんでん パナソニックＥＳエンジニアリング株式会社
グッドリビング株式会社 株式会社花田工務店
株式会社熊谷組 日比谷総合設備株式会社
株式会社小島組 株式会社ヒメノ
壽化工機株式会社 福田道路株式会社
佐藤工業株式会社 株式会社フジタ
株式会社サニー建築設計 株式会社フジヤマ
三晃金属工業株式会社 株式会社不動産ＳＨＯＰナカジツ
有限会社サンコー 宝角建築アトリエ
シーエヌ建設株式会社 株式会社本陣
シーキューブ株式会社 株式会社丸中組
ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社 公益財団法人三重県建設技術センター
株式会社ＪＰハイテック 株式会社三鈴エリー
シブヤパイピング工業株式会社 株式会社麦島建設
清水建設株式会社 株式会社メイエレック
白川電気土木株式会社 名工建設株式会社
新日本空調株式会社 八洲建設株式会社
株式会社末永製作所 株式会社安江工務店
株式会社スガテック 矢作建設工業株式会社
杉江建設工業株式会社 株式会社ライフク
株式会社鈴木組 若鈴コンサルタンツ株式会社

主な就職先一覧



公務
Do Frontier株式会社

愛知県警察本部 東明エンジニアリング株式会社
愛知県庁 トーテックアメニティ株式会社
岡崎市役所 株式会社トラスト・テック
小牧市役所 中日本技研株式会社
静岡市役所 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社
鈴鹿市役所 日進機工株式会社
武豊町役場 パーソルＲ＆Ｄ株式会社
徳島県警察本部 パン屋（長久手イオン）
豊橋市役所 株式会社ビジネスブレイン太田昭和
長久手市役所 株式会社ヒップ
碧南市役所 非破壊検査株式会社
防衛省自衛隊 株式会社ヒラテ技研
北海道庁 株式会社ＶＳＮ

株式会社フォーラムエンジニアリング

サービス 株式会社フューレックス

株式会社マクシスエンジニアリング

株式会社ＩＨＩエアロスペース・エンジニアリング 株式会社マルハン
愛知県　教員（県立名南工業高校） 三菱自動車エンジニアリング株式会社
愛知県経済農業協同組合連合会（ＪＡあいち経済連） 三菱電機エンジニアリング株式会社
愛知県立犬山高等学校 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社
愛知県立　春日井工業高等学校 三菱電機メカトロニクスエンジニアリング株式会社
愛知県立　刈谷北高等学校 株式会社メイテック
愛知工業大学名電高等学校 株式会社ＵＬ　Ｊａｐａｎ
学校法人愛知産業大学　愛知産業大学三河高等学校

株式会社アウトソーシングテクノロジー 商社
アルバフォト
株式会社アルプス技研 株式会社エアーサプライ
株式会社飯田設計 株式会社ＯＣＳ
株式会社永和商事 株式会社オートサーバー
株式会社エース 株式会社オートベル
株式会社エクシード 岡谷エレクトロニクス株式会社
株式会社ＮＴＴネオメイト 岡谷酸素株式会社
株式会社ＮＴＴ東日本 関信越 オザワ科学株式会社
岡崎クラシック株式会社　ザ・トラディションゴルフクラブ 株式会社カーク
海栄館株式会社 栗本建材株式会社
株式会社ガリレオ 建設ゴム株式会社
株式会社クラフツ 株式会社五合
株式会社クロップス・クルー 株式会社三機
株式会社コーワメックス 株式会社シオヤ
株式会社コロプラ 株式会社ジャパンディスプレイ
サンエイ株式会社 辰巳屋興業株式会社
株式会社シーエックスアール 株式会社中外
社会福祉法人紫水会 中部クリーン株式会社
新日本管財株式会社 株式会社槌屋
株式会社スタッフサービス 東海エレクトロニクス株式会社
ゼネラルエンジニアリング株式会社 東海電気株式会社
全国農業協同組合連合会岐阜県本部 東邦ゴム工業株式会社
株式会社善都 東朋テクノロジー株式会社
セントラルエンジニアリング株式会社 株式会社トーヨータイヤジャパン
株式会社総合資格 豊田共栄サービス株式会社
株式会社大松 中西電機工業株式会社
株式会社タクティブ 有限会社日新薬品
竹田設計工業株式会社 萩原電気株式会社
ＷＤＢ工学株式会社 富士ゼロックス愛知株式会社
株式会社タマディック 富士ゼロックス岐阜株式会社
中部資材株式会社 フルエング株式会社
中菱エンジニアリング株式会社 矢崎総業株式会社
株式会社燕システム 矢作興業株式会社
株式会社ＴＢエンジニアリング 株式会社ヤマショー
ディーピーティー株式会社 株式会社山西
株式会社ＤＦＩ 米津物産株式会社
株式会社テクノプロ　テクノプロ・デザイン社 リコージャパン株式会社



情報通信 不動産

株式会社アイコン 株式会社Ｓ－ＦＩＴ
株式会社アイシティ情報 中電不動産株式会社
株式会社アイ・ティ・システム 一建設株式会社
旭情報サービス株式会社 阪急阪神ビルマネジメント株式会社
株式会社あとらす二十一 洞口不動産
株式会社アベイル
株式会社アルタ メーカー
アンドールシステムズ株式会社
株式会社インターリンク アイコクアルファ株式会社
株式会社インテックソリューションパワー アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
株式会社インビリティー アイシン機工株式会社
株式会社ヴァリューシステム アイシン辰栄株式会社
ウインズソフト株式会社 愛知機械工業株式会社
株式会社ウォンツ 愛知電機株式会社
株式会社エスネットプラス 株式会社ＡＩＨＯ
ＮＥＦコミュニケーションズ 赤木軽金属工業株式会社
ＮＣＳ＆Ａ株式会社 アサヒ工業株式会社
エヌ・ティ・ティ・システム技研株式会社 アスモ株式会社
オープンシステムテクノロジー株式会社 アツミ電氣株式会社
株式会社カーネル・ソフト・エンジニアリング アピ株式会社
株式会社サニー技研 株式会社安部日鋼工業
株式会社サン・エンジニアリング 株式会社アルテックス
株式会社サンテック アンデン株式会社
株式会社サンユ情報システム 株式会社イケックス工業
シグマトロン株式会社 井関農機株式会社
株式会社システムサーバー 株式会社イナテック
株式会社システムリサーチ 株式会社イノアックコーポレーション
Ｓｋｙ株式会社 株式会社岩田レーベル
株式会社セラク 株式会社ヴイテック
株式会社ソフトテックス 株式会社ＮＳＰ　ＳＳ
株式会社第一コンピュータリソース エヌティーツール株式会社
株式会社ダイキエンジニアリング　東海支社 株式会社荏原製作所
株式会社中電シーティーアイ 株式会社エフプラス
中部ケーブルネットワーク株式会社 株式会社ＭＣシステムズ
株式会社ディ・アイ・システム エンシュウ株式会社
株式会社データサービス 奥田工業株式会社
株式会社テクノア 株式会社オティックス
株式会社テクノサイト 春日井製菓株式会社
デンソーテクノ株式会社 カワサキ機工株式会社
東海ソフト株式会社 河村電器産業株式会社
株式会社トヨタコミュニケーションシステム 株式会社川本製作所
トヨタ情報システム愛知株式会社 岐セン株式会社
トリオシステムプランズ株式会社（トリオグループ） 北川工業株式会社
ナカシャクリエイテブ株式会社 株式会社ギフ加藤製作所
名古屋総合システム株式会社 共和レザー株式会社
株式会社ニッセイコム キョーラク株式会社
日本インフォメーション株式会社 株式会社キョクトー
株式会社バーズ情報科学研究所 金星工業株式会社
株式会社ハイテックス 株式会社国盛化学
株式会社光通信 黒田化学株式会社
株式会社ピコ・ナレッジ 株式会社ケーエスディー
株式会社日立公共システム 株式会社ケーヒン
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 株式会社コーリツ
ひまわりネットワーク株式会社 小島プレス工業株式会社
富士ソフト株式会社 コダマ樹脂工業株式会社
フューチャーアーキテクト株式会社 小林クリエイト株式会社
株式会社フリーダム（フリーダムグループ） 小松開発工業株式会社
株式会社ボルテージ 株式会社近藤機械製作所
株式会社ミクシィ サカエ理研工業株式会社
三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社 三共ラヂエーター株式会社
株式会社ユニオンソフトウェアマネイジメント 株式会社三五



メーカー

三甲株式会社 株式会社豊通テクノ
三進金属工業株式会社 トリニティ工業株式会社
三明電機株式会社 株式会社トンボ鉛筆
三友工業株式会社 中日本炉工業株式会社
ＣＫＤ株式会社 長野オートメーション株式会社
CKD株式会社 株式会社名張製作所
株式会社ジャパン・ミヤキ 株式会社西村製作所
ジョンソンコントロールズ株式会社 日光精器株式会社
株式会社シンダイ ニッタイ工業株式会社
株式会社シンテックホズミ 日東工業株式会社
新東工業株式会社 日東精機
新明工業株式会社 日本高圧電気株式会社
寿がきや食品株式会社 日本トレクス株式会社
株式会社スギヤス 株式会社日本ピーエス
スズキ株式会社 日本ソセー工業株式会社
株式会社鈴木化学工業所 株式会社日本テクシード
住友電装株式会社 浜名湖電装株式会社
靜甲株式会社 東山フイルム株式会社
西武ポリマ化成株式会社 株式会社日立アイイーシステム
株式会社関ヶ原製作所 日立オートモティブシステムズメジャメント
ゼンウェルオーダード株式会社 ビューテック株式会社
セントラルコンベヤー株式会社 平松木型製作所
株式会社ソーゴ 株式会社ファーストフーズ名古屋
第一電通株式会社 株式会社フコク東海
タイコエレクトロニクスジャパン合同会社 株式会社フジキカイ
大東工業株式会社 富士機工株式会社
大同メタル工業株式会社 富士工機株式会社
株式会社ダイフク 株式会社富士精機
大豊工業株式会社 富士テクノサービス株式会社
大豊精機株式会社 富士特殊紙業株式会社
株式会社高瀬金型 フジパングループ本社株式会社
中央精機株式会社 扶桑工機株式会社
株式会社中央製作所 フタバ産業株式会社
中部精機株式会社 フタムラ化学株式会社
中立電機株式会社 株式会社ベルソニカ
津田工業株式会社 豊生ブレーキ工業株式会社
ツルタ製作所 豊和化成株式会社
株式会社鶴弥（三州瓦） 北斗株式会社
テクノエイト株式会社 株式会社松尾製作所
株式会社デンソー 株式会社丸ウ製陶所
株式会社デンソーエアシステムズ 丸栄陶業株式会社
デンソートリム株式会社 マルヤス工業株式会社
株式会社デンソープレアス 武蔵精密工業株式会社
東亞合成株式会社 メイティックス株式会社
東海合金工業株式会社 株式会社メイドー
東海交通機械株式会社 株式会社明和ｅテック
株式会社東光高岳 明和工業株式会社
株式会社トウチュウ 株式会社メニコンネクト
東豊工業株式会社 株式会社モリタアンドカンパニー
東洋電機株式会社 ヤマザキマザック株式会社
トーハツマリーン株式会社 ヤマハ発動機株式会社
株式会社徳重 ヤマハモーターエレクトロニクス株式会社
豊田化学工業株式会社 リンナイ精機株式会社
トヨタ自動車株式会社 株式会社ロッキーパネル
トヨタ車体精工株式会社 ＹＫＫ株式会社
豊田鉄工株式会社 株式会社渡辺機械製作所
豊田バンモップス株式会社

輸送

三岐鉄道株式会社
東海旅客鉄道株式会社　東京本社
東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）
名古屋鉄道株式会社
日鉄住金物流株式会社



流通

株式会社あかのれん
イオンリテール株式会社
株式会社ヰセキ東海
株式会社エディオン
株式会社OHANA
ギャップジャパン株式会社
キュートーシステム株式会社
株式会社クスリのアオキ
株式会社クロップス
株式会社ツルヤ
トヨタカローラ名古屋株式会社
株式会社ドン・キホーテ
名古屋スバル自動車株式会社
日産プリンス名古屋販売株式会社
株式会社ネクステージ
株式会社華（リカーワールド華）
株式会社富士薬品
株式会社プレナス
株式会社ヤマナカ
リネットジャパングループ株式会社

その他

株式会社アルトナー　名古屋支店
有限会社ショウセイ


