
安城商工会議所 株式会社恵那金属製作所 株式会社柿下木材工業所

株式会社アドヴィックス 株式会社エステム ガーバーサカイ株式会社

アルプス薬品工業株式会社 株式会社エスパ 加賀産業株式会社

アサヒフォージ株式会社 株式会社SMB 尾張製粉株式会社

熱田起業株式会社 S.K.コーポレーション株式会社 弁理士法人オンダ国際特許事務所

明智セラミックス株式会社 株式会社ATグループ 尾鷲物産株式会社

旭運輸株式会社 株式会社エコプラス 尾張精機株式会社

株式会社赤福 株式会社エイチ・アイ・エス オリザ油化株式会社

株式会社アクアリング AIE Japan 合同会社 株式会社オリバー

青山エレベーター株式会社 内堀醸造株式会社 有限会社小津工芸

株式会社青山製作所 株式会社ウチヤマ 株式会社オティックス

ITS株式会社 井元産業株式会社 オキツモ株式会社

株式会社葵製茶 上野観光株式会社　鳥羽グランドホテル 株式会社奥田

株式会社愛知日新 井村屋グループ株式会社 有限会社小川電気商会

愛知陸運株式会社 イメージDePro　株式会社 小木曽建築有限会社

アイチセラテック株式会社 イビデン株式会社 株式会社岡島パイプ製作所

愛知大学 株式会社今仙技術研究所 岡谷鋼機株式会社

愛知淑徳大学 株式会社イノアックインターナショナル 株式会社大林組　名古屋支店

愛知製鋼株式会社 株式会社イバタインテリア 合同会社大山コンサルティング研究所

愛知県食品輸出研究会 稲熊プレス工業株式会社 エンケイ株式会社

愛知国際会議展示場株式会社 イニシエイト株式会社 株式会社大垣共立銀行

株式会社愛知銀行 伊藤工業株式会社 株式会社MTG

株式会社アイチケン 伊藤酒造株式会社 LTMソリューションズ株式会社

アイシン高丘株式会社 いちい信用金庫 有限会社エム・テクニカ

株式会社アイゼン 株式会社イデアル・アトレ エムオーツーリスト株式会社　名古屋支店

アイカ工業株式会社 伊勢湾海運株式会社 株式会社FTS

株式会社アイシン 株式会社ISOWA 株式会社エム・アール・ティー・ジャパン

株式会社IACEトラベル イシダ総合システム株式会社 NTPグループ

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 有限会社石玉石材 合同会社エヌワン　ホテルJALシティ名古屋　錦

「フライ・セントレア・パートナーズ」ご賛同企業・団体一覧

（五十音順／2023年4月1日時点）

株式会社アースデザイン 飯田工業株式会社 株式会社エヌオーイー　名古屋支店

株式会社IHI 中部支社 飯田農園 NGK SPARKPLUGS(INDIA)PVT.LTD.



株式会社交邦磨棒鋼センター 株式会社シズテック 株式会社関ケ原製作所

光洋マテリカ株式会社 柴田工業株式会社 瀬戸信用金庫

航空集配サービス株式会社 株式会社JERA 住友理工株式会社

合同会社HOKUSHIコンサルティング 有限会社志津技研 西濃運輸株式会社

株式会社ケーオー工業 株式会社JTB 住友化学株式会社　名古屋支店

株式会社ケーツー 株式会社ジェイテクト 住友電装株式会社

KTX株式会社 シーシーアイ株式会社 スチールテック株式会社

株式会社ケイプランニング 株式会社しぇあくる 弁護士法人スピカ　平田法律商標事務所

桑名三重信用金庫 株式会社シイエム・シイ 鈴木刃物工業株式会社

株式会社ケイディーエンジニア CKD株式会社 すずき不動産事務所株式会社

株式会社クロップス・クルー 株式会社ジーエスエレテック 鈴木工業株式会社

桑名精工株式会社 シーエヌレンタリース株式会社 株式会社　鈴木精機

株式会社グルメストーリー サンワトレーディング株式会社 株式会社スズカ未来

株式会社クレスト 株式会社シーアールイー スズキ株式会社

国島株式会社 三洋機工株式会社 株式会社スズカキャリーサービス

クミカ工業株式会社 株式会社サンライズ 鈴鹿サーキット

近畿日本ツーリスト株式会社 サンメッセ株式会社 株式会社杉浦製作所

金印株式会社 サンユー技研工業株式会社 有限会社スクーデリアオクムラ

協和工業株式会社 株式会社三琇プレシジョン 信和株式会社

キリックスリース株式会社 株式会社サンバレー 新和工業株式会社

ギャバンス株式会社 三晃製砥株式会社 新菱冷熱工業株式会社　名古屋支社

株式会社キョウワ 株式会社三十三銀行 株式会社進和

岐阜トヨペット株式会社 三共鋼業株式会社 シンポ株式会社

紀北信用金庫 株式会社三五 新明工業株式会社

岐阜産研工業株式会社 サンエッジ 株式会社 新東工業株式会社

株式会社ギフトク 株式会社三技 株式会社新東通信

キクカワエンタープライズ株式会社 澤田酒造株式会社 信金中央金庫　名古屋支店

北伊勢上野信用金庫 三栄鶏卵株式会社 有限会社　シンコー精器製作所

河村電器産業株式会社 株式会社サカイ シロキ工業株式会社

株式会社川本製作所 サカエトレーディング株式会社 株式会社新技術グローバルコンサルティング

川北電気工業株式会社 コンフォートホテル中部国際空港 株式会社　シラカワ

株式会社河村工機製作所 材惣木材株式会社 白月工業株式会社

株式会社河合楽器製作所 株式会社 コヤマ ケミカル 株式会社ジュトク

株式会社川北商店 株式会社近藤紡績所 昭和機械株式会社

金山化成株式会社 小島プレス工業株式会社 ジャパンマテリアル株式会社

蒲郡信用金庫 ゴムノイナキ株式会社 株式会社十六銀行

株式会社片山縫製 公益財団法人国際交通安全学会　IATSSフォーラム 清水電子工業株式会社

加藤電機株式会社 株式会社小島衣料 シャチハタ株式会社

笠原鋼鉄株式会社 興和精密工業　株式会社 芝原工業株式会社



株式会社中部プラントサービス Toyota Kirloskar Motor Private Limited. 名古屋海産市場株式会社

中部工業株式会社（豊川市） 豊川信用金庫 株式会社ナカヒョウ

中部電力株式会社 豊島株式会社 中利株式会社

中部エコテック株式会社 鳥羽商工会議所 中川電装株式会社

中部工業株式会社（鈴鹿市） 豊明花き株式会社 中川ホールディングス株式会社

中日信用金庫 東洋理工株式会社 永井海苔株式会社

中部魚錠株式会社 株式会社トッパントラベルサービス 中川電化産業株式会社

中京テレビ放送株式会社 東洋精鋼株式会社 株式会社８８８

中工精機株式会社 東洋鋳造株式会社 株式会社ナ・デックス

中京セラミック株式会社 東邦ガス株式会社 株式会社トラベルマネジメントシステム（TMS）

学校法人梅村学園　中京大学 東洋工業株式会社 トリニティ工業株式会社

株式会社中外陶園 株式会社東郷製作所 豊橋代弁株式会社

株式会社中京医薬品 東武トップツアーズ株式会社 豊橋糧食工業株式会社

中央精機株式会社 東急建設株式会社 豊臣機工株式会社

株式会社中外 東京海上日動火災保険株式会社 豊橋信用金庫

知多信用金庫 株式会社東海理機 トヨタモビリティ東名古屋株式会社

株式会社知多半島ナビ 株式会社東急エージェンシー トヨタ輸送株式会社

多治見通運株式会社 東海東京証券株式会社 トヨタホーム三重株式会社

一般社団法人　地域問題研究所 株式会社東海理化 トヨタモビリティ中京株式会社

公認会計士武井正彦事務所 東海光学株式会社 トヨタ紡織株式会社

株式会社竹原ゴム加工 東海樹脂工業株式会社 トヨタホーム株式会社

株式会社高木製作所 株式会社デンソー郵船トラベル 豊田鉄工株式会社

株式会社高山エース旅行センター 天領酒造株式会社 トヨタファイナンシャルサービス株式会社

大和工業株式会社 株式会社デンソー 豊田通商株式会社

株式会社タカギスチール 株式会社デンソーダイシン 株式会社トヨタツーリストインターナショナル

株式会社太平製作所 株式会社テクノ豊栄 トヨタ車体株式会社

太平洋工業株式会社 有限会社デュオデザイン 株式会社豊田中央研究所

株式会社ダイドー電子 ティビーアール株式会社 トヨタ自動車東日本株式会社

大平産業株式会社 株式会社テクノプレニードヒダ 株式会社豊田自動織機

大東自動車株式会社 合同会社　TK　TRADE 株式会社トヨタシステムズ

大同特殊鋼株式会社 テイコクテーピングシステム株式会社 トヨタ自動車株式会社

ダイソウ工業株式会社 株式会社T&Tアド 豊田合成株式会社

株式会社大糖産業 株式会社TA西村 トヨタGHサービス株式会社

大信工業有限会社 株式会社ツルタ製作所 トヨタカローラ三重株式会社

大成株式会社 株式会社鶴弥 学校法人トヨタ学園　豊田工業大学

双和テクノ株式会社 株式会社 工務店 トヨタカローラ愛知株式会社

株式会社第一システムエンジニアリング 株式会社恒川工業 トヨタカローラ名古屋株式会社

株式会社千賀 株式会社千代田 株式会社トヨタエンタプライズ

株式会社　総合鑑定調査 ツカサ工業株式会社 株式会社トヨタオートモールクリエイト



長谷川刃物株式会社

株式会社ホテル豊田キャッスル

羽塚運輸株式会社

ポバール興業株式会社

株式会社ハイパーブレイン

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社

ネッツトヨタ三重株式会社

邦英商興株式会社

濃飛倉庫運輸株式会社

豊和工業株式会社

株式会社平和堂

三菱商事株式会社

平和メディク株式会社

株式会社三菱UFJ銀行

株式会社ニュージャパントラベル

株式会社フレサクト

三菱重工航空エンジン株式会社

株式会社ネクスト

株式会社プロジェクトファイブ

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

株式会社ハース・ジャパン

フルタ電機株式会社

株式会社三ツ知製作所

プレイリーホームズ株式会社

三菱重工業株式会社ネッツトヨタノヴェル三重株式会社

株式会社ミック

株式会社ブルーメイト

株式会社三ツ知

ネッツトヨタ中部株式会社

船橋株式会社

三井倉庫エクスプレス株式会社

株式会社ブランディング

三井物産株式会社　中部支社学校法人日本福祉大学

株式会社みずほ銀行

フタバ産業株式会社

ミタチ産業株式会社

日本ハイドロパック株式会社

富士ファイン株式会社

三重トヨペット株式会社

株式会社フジミインコーポレーテッド

ミズタニ機販株式会社日本特殊陶業株式会社

日本トランスシティ株式会社

プリ・テック株式会社

三浦電気株式会社

日本ハードウェアー株式会社

フジパングループ本社株式会社

三重トヨタ自動車株式会社

日本紙工業株式会社

福寿工業株式会社

万能工業株式会社

株式会社フジエンタープライズ

株式会社meet tree日邦通運株式会社

日本印刷株式会社

株式会社 藤本組

有限会社まるひゃく

日本ガイシ株式会社

株式会社フォノン明和

株式会社まるや八丁味噌

日東工業株式会社

株式会社平松食品

丸徳産業株式会社

株式会社ファシック

丸徳輸送株式会社日進木工株式会社

日星電気株式会社

富士精工株式会社

丸章工業株式会社

株式会社日東

株式会社平岩鉃工所

株式会社丸辰

日進木材工業株式会社

株式会社ビッグウェーブ

丸佐株式会社

株式会社百五銀行

マルサンアイ株式会社日印食品開発有限会社

ニチハ株式会社

フープ株式会社

松野工業有限会社

日進精機株式会社

株式会社マネージメント・プロ

西尾信用金庫

株式会社ナテック

尾西信用金庫

株式会社ナノウェイヴ

株式会社ピクセル

株式会社マッシュ

株式会社彦商

松永種苗株式会社

株式会社ナリタテクノ

株式会社氷感サプライズ

株式会社増惣

株式会社南山園

株式会社松下工業

株式会社ナベル

株式会社ナヤデン 合名会社備前屋

株式会社名古屋銀行

株式会社服部コーワホールディング

本多金属工業株式会社

名古屋特殊鋼株式会社

株式会社HOKUSHI

名古屋油化株式会社

名古屋総合税理士法人

株式会社阪急阪神ビジネストラベル

名古屋鉄道株式会社

ピーコン・リアルエステイト株式会社

名古屋商科大学

パナソニックエコシステムズ株式会社

株式会社ホンダトレーディング

株式会社　名古屋精密金型

ハビックス株式会社

株式会社マキタ



株式会社ヤマハコーポレートサービス

山八歯材工業株式会社

やまと興業株式会社

株式会社大和屋守口漬総本家

郵船トラベル株式会社

株式会社ユニバーサル物産

ヤマハ発動機株式会社

株式会社 山本油店

株式会社横井モールド

ユミコア日本触媒株式会社

横井定株式会社

有限会社　山武商店

株式会社山田林業

株式会社山口商会

ヤマサちくわ株式会社

矢橋ホールディングス株式会社

株式会社八幡ねじ

矢作建設工業株式会社

矢作地所株式会社

矢崎部品株式会社

有限会社矢田化学工業

矢崎エナジーシステム株式会社

矢崎計器株式会社

モリリン株式会社

矢崎総業株式会社

株式会社メニコン

Moto Business Service India Private Limited

株式会社メタルトラスト

株式会社メタルヒート

名北工業株式会社

株式会社明和製作所

名鉄観光サービス株式会社

株式会社名鉄ホテルホールディングス

名港海運株式会社

わさび屋　株式会社

名城大学

株式会社和田製作所

名海運輸作業株式会社

株式会社ロックス

株式会社メイカイフーズ

有限会社ワイエムピー

株式会社ミライズテクノロジーズ

ライトアップコンサルティング株式会社

NPO法人結び手

リンナイ株式会社

宮島建設株式会社

株式会社ヨシタケ

ミヤマ精工株式会社

株式会社義津屋

宮崎エンジニアリング株式会社

宮崎精鋼株式会社

株式会社MINEZAWA

美濃工業株式会社

三菱UFJニコス株式会社

三星刃物株式会社


