アジア学科卒業生就職先リスト

2003 年度(第 1 期生)～2012 年度卒業者

2003 年度卒業者
企業名

業種

ホクト（株）

農業

大和ハウス工業（株）

建設業：住宅

大豊工業（株）

メーカー：一般機械・産業機械

アルケア（株）

メーカー：精密・光学・レンズ・医療

パナソニック デバイスＳＵＮＸ（株）

メーカー：電気機械・照明

大和化成工業（株）

メーカー：プラスチック製品

（株）ＩＮＡＸ

メーカー：窯業・土石・セラミックス・ガラス

アシアナ航空（株）

輸送：航空

ＪＡＬスカイサービス（株）

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

日本トランスシティ（株）

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

興和（株）

商社：総合

アイリン（株）

商社：繊維製品・衣服・身の回り品

（株）大光

商社：食品・飲料

（株）ジュピターコーポレーション

商社：機械器具・ＯＡ製品

（株）扇港産業

商社：機械器具・ＯＡ製品

服部産業（株）

商社：建材・木材・再生資源

（株）中部近鉄百貨店

流通：百貨店・総合スーパー

（株）げんきの郷

流通：飲食料品・食品スーパー

（株）ＵＦＪ銀行

金融：銀行・信託銀行

桑名信用金庫

金融：信用金庫・信用協同組合

丸三証券（株）

金融：証券業

トヨタファイナンス（株）

金融：消費者・クレジット・投資・他

（株）ジオコス

サービス：広告代理業

（株）壱番屋

サービス：レストラン・外食・給食

（株）ジェイアール東海ツアーズ

サービス：旅行代理店

（株）マイツーリスト

サービス：旅行代理店

（株）教育企画

サービス：学習塾・フィットネスクラブ・教育支援

（株）東京アカデミー

サービス：学習塾・フィットネスクラブ・教育支援

（医）徳洲会 名古屋徳洲会総合病院

サービス：病院・医院・医療・保健衛生

（株）キヨウシステム

サービス：その他

ミソノサービス（株）

サービス：その他

愛知県警察本部

公務（地方）

静岡県警察本部

公務（地方）

|1

2004 年度卒業者
企業名

業種

（株）フロンヴィルホームズ名古屋

建設業：住宅

（株）ノエビア

メーカー：化学・医薬・化粧品

新東工業（株）

メーカー：一般機械・産業機械

三菱電機（株）

メーカー：電気機械・照明

アイシン精機（株）

メーカー：自動車・輸送機器・関連

日本車輌製造（株）

メーカー：自動車・輸送機器・関連

（株）ゲイン

情報通信：出版・新聞

（株）ビーワイルド

情報通信：映像・ＴＶ番組・音楽 製作配給

日本通運（株）

輸送：陸上

（株）アルプス物流

輸送：陸上

（株）ホンダロジスティクス

輸送：陸上

三井倉庫（株）

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

（株）交洋

商社：農畜水産物・青果物・卸売市場

（株）イズミック

商社：食品・飲料

（株）扇港産業

商社：機械器具・ＯＡ製品

（株）パロマ

商社：機械器具・ＯＡ製品

（株）キャビン

流通：繊維・衣服・靴・身の回り品

（株）ツルカメコーポレーション

流通：繊維・衣服・靴・身の回り品

（株）大垣共立銀行

金融：銀行・信託銀行

（株）ＵＦＪ銀行

金融：銀行・信託銀行

野村證券（株）

金融：証券業

エスアールジータカミヤ（株）

サービス：物品レンタル・物品リース

ＮＴＴファイナンス（株）

サービス：物品レンタル・物品リース

（株）王将フードサービス

サービス：レストラン・外食・給食

凱菜大酒店

サービス：レストラン・外食・給食

（株）名古屋観光ホテル

サービス：ホテル・旅館

ＡＮＡセールス（株）

サービス：旅行代理店

（株）平安閣

サービス：冠婚葬祭

インドネシア共和国投資調整庁

公務（国家）

愛知県警察本部

公務（地方）

東海市役所

公務（地方）

豊橋市役所

公務（地方）
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2005 年度卒業者
企業名

業種

（株）シイエム・シイ

印刷・印刷関連サービス

竹本油脂（株）

メーカー：化学・医薬・化粧品

（株）青山製作所

メーカー：一般機械・産業機械

津田駒工業（株）

メーカー：一般機械・産業機械

村田機械（株）

メーカー：一般機械・産業機械

シスメックス（株）

メーカー：精密・光学・レンズ・医療

日本電産（株）

メーカー：電子・デバイス

イビデン（株）

メーカー：電子・デバイス

（株）ミエテック

メーカー：情報通信機械器具

ＩＨＩ（株）

メーカー：自動車・輸送機器・関連

フジテック（株）

メーカー：自動車・輸送機器・関連

日本特殊陶業（株）

メーカー：窯業・土石・セラミックス・ガラス

（株）フジミインコーポレーテッド

メーカー：窯業・土石・セラミックス・ガラス

東邦ガス（株）

電気・ガス・熱供給・水道業

ディップ（株）

情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス

名古屋鉄道（株）

輸送：陸上

東海旅客鉄道（株）（ＪＲ東海）

輸送：陸上

日本通運（株）

輸送：陸上

鈴与（株）

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

日通商事（株）

商社：総合

（株）アズノゥアズ

商社：繊維製品・衣服・身の回り品

エリット（株）

商社：繊維製品・衣服・身の回り品

橋本総業（株）

商社：機械器具・ＯＡ製品

岡崎製材（株）

商社：建材・木材・再生資源

（株）オリバー

商社：家具・インテリア・什器・陶器

（株）大丸松坂屋百貨店

流通：百貨店・総合スーパー

イオン（株）

流通：百貨店・総合スーパー

（株）サークルＫサンクス

流通：飲食料品・食品スーパー

（株）玉屋（タマヤグループ）

流通：繊維・衣服・靴・身の回り品

（株）イービーエム

流通：その他（メガネ・薬局・書籍・スポーツ等）

人形の館ひでのや

流通：その他（メガネ・薬局・書籍・スポーツ等）
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（株）愛知銀行

金融：銀行・信託銀行

（株）大垣共立銀行

金融：銀行・信託銀行

豊田信用金庫

金融：信用金庫・信用協同組合

西尾信用金庫

金融：信用金庫・信用協同組合

日本興亜損害保険（株）

金融：損害保険

ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ・リミテッド

サービス：税理・会計・特許・経営コンサルタント

（株）ハブ

サービス：レストラン・外食・給食

（株）グリーンズ

サービス：ホテル・旅館

（株）ジェイアール東海ホテルズ

サービス：ホテル・旅館

（株）ジェイティービー

サービス：旅行代理店

トップツアー（株）

サービス：旅行代理店

（株）ＥＣＣ

サービス：学習塾・フィットネスクラブ・教育支援

豊通ヒューマンリソース（株）

サービス：その他

（株）リクルートスタッフィング

サービス：その他

愛知県警察本部

公務（地方）

安城市役所

公務（地方）

蟹江町役場

公務（地方）
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2006 年度卒業者
企業名

業種

クロスプラス（株）

メーカー：繊維製品・衣料

トリンプ・インターナショナル・ジャパン（株）

メーカー：繊維製品・衣料

（株）シャンソン化粧品

メーカー：化学・医薬・化粧品

中央発條（株）

メーカー：金属製品・金属加工品

（株）マキタ

メーカー：一般機械・産業機械

（株）東芝

メーカー：電気機械・照明

多摩川精機（株）

メーカー：情報通信機械器具

アイシン精機（株）

メーカー：自動車・輸送機器・関連

（株）デンソー

メーカー：自動車・輸送機器・関連

三井造船（株）

メーカー：自動車・輸送機器・関連

日本特殊陶業（株）

メーカー：窯業・土石・セラミックス・ガラス

（株）リクルート

情報通信：出版・新聞

富士ソフト（株）

情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス

日本ロジテム（株）

輸送：陸上

愛知海運（株）

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

（株）Ｋスカイ

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

清和海運（株）

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

（株）ドリームスカイ名古屋

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

日本トランスシティ（株）

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

名港海運（株）

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

豊島（株）

商社：繊維製品・衣服・身の回り品

（株）スズケン

商社：医薬・化学・化粧品・ゴム・プラスチック

（株）槌屋

商社：医薬・化学・化粧品・ゴム・プラスチック

（株）大塚商会

商社：機械器具・ＯＡ製品

（株）ファーストリテイリング

流通：繊維・衣服・靴・身の回り品

愛知トヨタ自動車（株）

流通：自動車販売・自動車部品

（株）ニトリ

流通：家具・建具・什器・家電・ホームセンター

星野楽器グループ（星野楽器）（株）

流通：その他（メガネ・薬局・書籍・スポーツ等）

（株）大垣共立銀行

金融：銀行・信託銀行

（株）みずほフィナンシャルグループ

金融：銀行・信託銀行

ＳＢＩ証券（株）

金融：証券業

大和証券（株）

金融：証券業

なごや農業協同組合

金融：農協・漁協
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（株）クレディセゾン

金融：消費者・クレジット・投資・他

日本生命保険(相)

金融：生命保険

（株）損害保険ジャパン

金融：損害保険

住友不動産販売（株）

不動産取引業（建物・土地）

アソブロック（株）

サービス：広告代理業

（株）東京大有社

サービス：広告代理業

（株）名古屋観光ホテル

サービス：ホテル・旅館

四季（株）（劇団四季）

サービス：レジャー・娯楽・スポーツ施設

愛知県教育委員会

サービス：学校・専門学校

（株）イーオン

サービス：学習塾・フィットネスクラブ・教育支援

エヌイーホールディングス（株）

サービス：学習塾・フィットネスクラブ・教育支援

ヤマハ英語教室

サービス：学習塾・フィットネスクラブ・教育支援

山口歯科

サービス：病院・医院・医療・保健衛生

（有）エスピーエフ

サービス：その他

（株）ＣＩＴ

サービス：その他

（株）パソナ

サービス：その他

（株）パソナキャレント

サービス：その他

愛知県警察本部

公務（地方）

愛知県人事委員会

公務（地方）
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2007 年度卒業者
企業名

業種

（有）えびせんべいの里

メーカー：食品・食料

日本たばこ産業（株）

メーカー：飲料・たばこ・飼料

日本メナード化粧品（株）

メーカー：化学・医薬・化粧品

中央可鍛工業（株）

メーカー：鉄鋼業

リンナイ（株）

メーカー：金属製品・金属加工品

ＳＭＣ（株）

メーカー：一般機械・産業機械

日本トムソン（株）

メーカー：一般機械・産業機械

スタンレー電気（株）

メーカー：電気機械・照明

（株）日本ＡＥパワーシステムズ

メーカー：電気機械・照明

三菱重工業（株）

メーカー：自動車・輸送機器・関連

（株）ユーフィット

情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス

（株）アイ・ピー・エス

情報通信：通信業・同関連

ケイヒン（株）

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

日本トランスシティ（株）

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

名鉄協商（株）

商社：総合

日通商事（株）

商社：総合

八木兵（株）

商社：繊維製品・衣服・身の回り品

中北薬品（株）

商社：医薬・化学・化粧品・ゴム・プラスチック

阪和興業（株）

商社：金属・鉱物・金属製品

（株）メタルワン

商社：金属・鉱物・金属製品

（株）内田洋行

商社：機械器具・ＯＡ製品

（株）タクティー

商社：機械器具・ＯＡ製品

（株）サンゲツ

商社：家具・インテリア・什器・陶器

（株）アイケイ

商社：その他の製品

（株）すぎた

流通：飲食料品・食品スーパー

（株）メガネの和光

流通：その他（メガネ・薬局・書籍・スポーツ等）

（株）Ｗａｓｓｅコーポレーション

流通：その他（メガネ・薬局・書籍・スポーツ等）

（株）愛知銀行

金融：銀行・信託銀行

中央三井信託銀行（株）

金融：銀行・信託銀行

（株）三重銀行

金融：銀行・信託銀行

岐阜信用金庫

金融：信用金庫・信用協同組合

住友生命保険(相)

金融：生命保険

（株）損害保険ジャパン

金融：損害保険
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（株）クイック

サービス：広告代理業

（株）人財企画

サービス：広告代理業

スターバックスコーヒージャパン（株）

サービス：レストラン・外食・給食

（株）名古屋東急ホテル

サービス：ホテル・旅館

名鉄観光サービス（株）

サービス：旅行代理店

（株）出雲殿 浜松本部

サービス：冠婚葬祭

愛知県教育委員会

サービス：学校・専門学校

（学）河合塾

サービス：学習塾・フィットネスクラブ・教育支援

（株）野田塾

サービス：学習塾・フィットネスクラブ・教育支援

（株）ジェイエイシーリクルートメント

サービス：その他

豊通ヒューマンリソース（株）

サービス：その他

（株）ベストナビ・ドット・ジェイピー・カンパニー

サービス：その他
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2008 年度卒業者
企業名

業種

竹本油脂（株）

メーカー：化学・医薬・化粧品

富士機械製造（株）

メーカー：一般機械・産業機械

（株）東芝

メーカー：電気機械・照明

三菱電機（株）

メーカー：電気機械・照明

多摩川精機（株）

メーカー：情報通信機械器具

トヨタ自動車（株）

メーカー：自動車・輸送機器・関連

（株）アドヴィックス

メーカー：自動車・輸送機器・関連

フタバ産業（株）

メーカー：自動車・輸送機器・関連

マルヤス工業（株）

メーカー：自動車・輸送機器・関連

三菱重工業（株）

メーカー：自動車・輸送機器・関連

フルハシＥＰＯ（株）

メーカー：木材・木製品

（株）弘益

メーカー：家具・装備品

日本ガイシ（株）

メーカー：窯業・土石・セラミックス・ガラス

（株）富士通中部システムズ

情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス

三菱電機インフォメーションシステムズ（株）

情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス

（株）ＵＳＥＮ

情報通信：放送業（ＴＶ・ラジオ・有線）

東海旅客鉄道（株）（ＪＲ東海）

輸送：陸上

（株）ＪＡＬウェイズ

輸送：航空

（株）スカイネットアジア航空

輸送：航空

東海協和（株）

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

（株）ドリームスカイ名古屋

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

名港海運（株）

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

郵船ロジスティクス（株）

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

西日本貿易（株）

商社：金属・鉱物・金属製品

兼松エレクトロニクス（株）

商社：機械器具・ＯＡ製品

（株）藤栄

商社：家具・インテリア・什器・陶器

伊藤忠紙パルプ（株）

商社：その他の製品

三菱電機トレーディング（株）

商社：その他の製品

青山商事（株）

流通：繊維・衣服・靴・身の回り品

（株）ヤマダヤ

流通：繊維・衣服・靴・身の回り品

いすゞ自動車（株）

流通：自動車販売・自動車部品

（株）ニトリ

流通：家具・建具・什器・家電・ホームセンター
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（株）三菱東京ＵＦＪ銀行

金融：銀行・信託銀行

（株）大垣共立銀行

金融：銀行・信託銀行

（株）十六銀行

金融：銀行・信託銀行

（株）みずほフィナンシャルグループ

金融：銀行・信託銀行

三菱ＵＦＪ信託銀行（株）

金融：銀行・信託銀行

（株）八千代銀行

金融：銀行・信託銀行

碧海信用金庫

金融：信用金庫・信用協同組合

トヨタファイナンス（株）

金融：消費者・クレジット・投資・他

栄進興業（株）

サービス：レストラン・外食・給食

ソラーレホテルズアンドリゾーツ（株）

サービス：ホテル・旅館

（株）名鉄トヨタホテル

サービス：ホテル・旅館

（株）ジェイアール東海ツアーズ

サービス：旅行代理店

（株）ジェイティービートラベランド

サービス：旅行代理店

（株）日本旅行

サービス：旅行代理店

（学）南山学園

サービス：学校・専門学校

（株）イーオン

サービス：学習塾・フィットネスクラブ・教育支援

（株）秀英予備校

サービス：学習塾・フィットネスクラブ・教育支援

豊通ヒューマンリソース（株）

サービス：その他

（株）パソナ

サービス：その他
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2009 年度卒業者
企業名

業種

（株）大林組

建設業：総合（土木・建築）

塩野義製薬（株）

メーカー：化学・医薬・化粧品

田中貴金属販売（株）

メーカー：金属製品・金属加工品

（株）ヨシタケ

メーカー：一般機械・産業機械

アークレイ（株）

メーカー：精密・光学・レンズ・医療

アイシン精機（株）

メーカー：自動車・輸送機器・関連

じゃかるた新聞

情報通信：出版・新聞

（株）ユーフィット

情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス

興和（株）

商社：総合

豊田通商（株）

商社：総合

タキヒヨー（株）

商社：繊維製品・衣服・身の回り品

豊島（株）

商社：繊維製品・衣服・身の回り品

アルフレッサ日建産業（株）

商社：医薬・化学・化粧品・ゴム・プラスチック

資生堂販売（株）

商社：医薬・化学・化粧品・ゴム・プラスチック

（株）進和

商社：金属・鉱物・金属製品

（株）八幡ねじ

商社：金属・鉱物・金属製品

三菱商事テクノス（株）

商社：機械器具・ＯＡ製品

ハートランド（株）

流通：家具・建具・什器・家電・ホームセンター

（株）クリエイティブヨーコ

流通：その他（メガネ・薬局・書籍・スポーツ等）

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行

金融：銀行・信託銀行

（株）大垣共立銀行

金融：銀行・信託銀行

日本生命保険(相)

金融：生命保険

（株）かんぽ生命保険（日本郵政グループ）

金融：生命保険

第一生命保険（株）

金融：生命保険

東京海上日動火災保険（株）

金融：損害保険

（株）エイブル

不動産取引業（建物・土地）

（株）ファイブレシピ

サービス：レストラン・外食・給食

有馬グランドホテル

サービス：ホテル・旅館

えいすうグループ

サービス：学習塾・フィットネスクラブ・教育支援

（株）さなる

サービス：学習塾・フィットネスクラブ・教育支援

（株）日能研東海

サービス：学習塾・フィットネスクラブ・教育支援

（社）半田市医師会 健康管理センター

サービス：病院・医院・医療・保健衛生

三河安城クリニック

サービス：病院・医院・医療・保健衛生

日本郵便（株）（日本郵政グループ）

サービス：協同組合・郵便局
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愛知県警察本部

公務（地方）

西尾市役所

公務（地方）
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2010 年度卒業者
企業名

業種

日本食研ホールディングス（株）

メーカー：食品・食料

紀州技研工業（株）

メーカー：一般機械・産業機械

日本トムソン（株）

メーカー：一般機械・産業機械

アイホン（株）

メーカー：情報通信機械器具

トヨタ紡織（株）

メーカー：自動車・輸送機器・関連

ＪＳＲ（株）

メーカー：ゴム製品

大連慧捜網絡技術有限公司

情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス

（株）シンクレイヤ

情報通信：通信業・同関連

名古屋鉄道（株）

輸送：陸上

東陽倉庫（株）

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

住友商事（株）

商社：総合

（株）三陽商会

商社：繊維製品・衣服・身の回り品

（株）槌屋

商社：医薬・化学・化粧品・ゴム・プラスチック

イノテック（株）

商社：機械器具・ＯＡ製品

パナソニック電工制御（株）

商社：機械器具・ＯＡ製品

中京クライスラー

流通：自動車販売・自動車部品

ゲンキー（株）

流通：その他（メガネ・薬局・書籍・スポーツ等）

駿河銀行

金融：銀行・信託銀行

（株）広島銀行

金融：銀行・信託銀行

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行

金融：銀行・信託銀行

東海東京証券（株）

金融：証券業

緑信用農業協同組合

金融：農協・漁協

住友生命保険（相）すみれい

金融：生命保険

日本生命保険(相)

金融：生命保険

東京海上日動火災保険（株）

金融：損害保険

（株）オーシャンホテルシステムズ

サービス：ホテル・旅館

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

サービス：ホテル・旅館

（株）ロイヤル

サービス：レジャー・娯楽・スポーツ施設

国立大学法人 岐阜大学

サービス：学校・専門学校

岡崎デンタルクリニック

サービス：病院・医院・医療・保健衛生

（福）聖霊会聖霊病院

サービス：病院・医院・医療・保健衛生

防衛省（自衛隊曹候補士）

公務（国家）

愛知県警察本部

公務（地方）

東栄町役場

公務（地方）
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2011 年度卒業者
企業名

業種

（株）サタケ

メーカー：一般機械・産業機械

ＣＫＤ（株）

メーカー：一般機械・産業機械

ムツミ工業（株）

メーカー：一般機械・産業機械

トヨタ自動車（株）

メーカー：自動車・輸送機器・関連

（株）竹屋

メーカー：その他製品

コンピュートロンシステムズ（株）

情報通信：ソフトウエア・情報処理・情報サービス

東海旅客鉄道（株）（ＪＲ東海）

輸送：陸上

全日本空輸（株）

輸送：航空

伊勢湾海運（株）

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

Ｋラインロジスティックス（株）

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

（株）ＪＡＬスカイ大阪

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

名港海運（株）

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

阪和興業（株）

商社：金属・鉱物・金属製品

（株）八幡ねじ

商社：金属・鉱物・金属製品

リンタツ（株）

商社：金属・鉱物・金属製品

名古屋特殊鋼（株）

商社：機械器具・ＯＡ製品

華陽紙業

商社：その他の製品

森村商事（株）

商社：その他の製品

（株）愛知銀行

金融：銀行・信託銀行

（株）十六銀行

金融：銀行・信託銀行

（株）三井住友銀行

金融：銀行・信託銀行

蒲郡信用金庫

金融：信用金庫・信用協同組合

八幡信用金庫

金融：信用金庫・信用協同組合

大和証券（株）

金融：証券業

（株）中部しんきんカード

金融：消費者・クレジット・投資・他

（株）三井住友カード

金融：消費者・クレジット・投資・他

明治安田生命保険(相)

金融：生命保険

東京海上日動火災保険（株）

金融：損害保険

三井住友海上火災保険（株）

金融：損害保険

（株）ブルーボックス

不動産取引業（建物・土地）
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（株）ジェイアール東海ホテルズ

サービス：ホテル・旅館

（株）ＪＴＢ中部

サービス：旅行代理店

（株）ラウンドワン

サービス：レジャー・娯楽・スポーツ施設

ブラス

サービス：冠婚葬祭

（株）ＭＡＸＩＳセントラル

サービス：学習塾・フィットネスクラブ・教育支援

（医）豊田会 刈谷豊田総合病院

サービス：病院・医院・医療・保健衛生

あいち知多農業協同組合（ＪＡあいち知多）

サービス：協同組合・郵便局

日本郵便（株）（日本郵政グループ）

サービス：協同組合・郵便局

菱電工機エンジニアリング（株）

サービス：メンテナンス・保守・修理

（株）インテリジェンス

サービス：その他

（株）東京海上日動キャリアサービス

サービス：その他

（株）リクルートエージェント

サービス：その他

愛知県警察本部

公務（地方）

一宮市役所

公務（地方）
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2012 年度卒業者
企業名

業種

（株）坂角総本舗

メーカー：食品・食料

カイインダストリーズ（株）

メーカー：金属製品・金属加工品

（株）三栄水栓製作所

メーカー：金属製品・金属加工品

藤田螺子工業（株）

メーカー：金属製品・金属加工品

富士機械製造（株）

メーカー：一般機械・産業機械

アイシン・エィ・ダブリュ（株）

メーカー：自動車・輸送機器・関連

（株）極東精機

メーカー：自動車・輸送機器・関連

トヨタ紡織（株）

メーカー：自動車・輸送機器・関連

（株）トヨタデジタルクルーズ

情報通信：インターネット関連サービス

楽天（株）

情報通信：インターネット関連サービス

トヨフジ海運（株）

輸送：海上

カタール航空

輸送：航空

日新運輸（株）

輸送：倉庫・物流・運輸附帯サービス

（株）山善

商社：総合

万兵（株）

商社：繊維製品・衣服・身の回り品

（株）ヤスヰ

商社：金属・鉱物・金属製品

（株）八幡ねじ

商社：金属・鉱物・金属製品

ＮＮＰ（株）

商社：機械器具・ＯＡ製品

ジャパンマシナリー（株）

商社：機械器具・ＯＡ製品

扶桑電通（株）

商社：機械器具・ＯＡ製品

（株）フリーインターナショナル

流通：繊維・衣服・靴・身の回り品

（株）ＴＤモバイル

流通：家具・建具・什器・家電・ホームセンター

（株）ウォルナット

流通：その他（メガネ・薬局・書籍・スポーツ等）

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行

金融：銀行・信託銀行

（株）第三銀行

金融：銀行・信託銀行

（株）三重銀行

金融：銀行・信託銀行

（株）りそな銀行

金融：銀行・信託銀行

大和証券（株）

金融：証券業

陶都信用農業協同組合

金融：農協・漁協

トヨタファイナンス（株）

金融：消費者・クレジット・投資・他

日本生命保険(相)

金融：生命保険

東京海上日動火災保険（株）

金融：損害保険

三井住友海上火災保険（株）

金融：損害保険

住友不動産販売（株）

不動産取引業（建物・土地）
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エン・ジャパン（株）

サービス：広告代理業

（株）人財企画

サービス：広告代理業

近畿日本ツーリスト（株）

サービス：旅行代理店

名鉄観光サービス（株）

サービス：旅行代理店

（株）ＮＴＴマーケティングアクト

サービス：その他

スルガスタッフサービス（株）

サービス：その他

愛知県警察本部

公務（地方）
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