
会員企業名 都道府県名　 住　　　所
※ 部分は5口以上の法人会員

（株）オノコム 愛知県豊橋市 鍵田町36

ガステックサービス（株） 愛知県豊橋市 駅前大通一丁目55 サーラタワー

蒲郡信用金庫豊橋支店 愛知県豊橋市 広小路2-6-2

杉本屋製菓(株） 愛知県豊橋市 鍵田町48

（株）損保ジャパン愛知東支店 愛知県豊橋市 白河町8

中部ガス（株） 環境安全対策グループ 愛知県豊橋市 駅前大通1丁目55　サーラタワー

東海交通（株） 愛知県豊橋市 大橋通2-101

豊橋商工信用組合 愛知県豊橋市 前田町一丁目9-4

豊橋信用金庫 愛知県豊橋市 小畷町579

豊橋鉄道（株） 愛知県豊橋市 南松山町153

東愛知日産自動車(株） 愛知県豊橋市 下地町字操穴43

（株）マッターホルン 愛知県豊橋市 松葉町2-3

(株)三菱東京ＵＦＪ銀行 愛知県豊橋市 駅前大通り3-63

三菱レイヨン（株）豊橋事業所 愛知県豊橋市 牛川通4-1-2

ヤマサちくわ（株） 愛知県豊橋市 下地町字橋口30-1

ユタカコーポレーション（株） 愛知県豊橋市 中野町字平北80

ワルツ（株） 愛知県豊橋市 神野新田町字二ノ割2-1

（株）アイセロ 愛知県豊橋市 石巻本町字越川45

青山建設（株） 愛知県豊橋市 東新町245

旭精機（株） 愛知県豊橋市 賀茂町字天神前3-7

（株）あづま 愛知県豊橋市 多米西町1-20-9

（株）アユミックス 愛知県豊橋市 東小鷹野2-15-10

（株）荒木石油店 愛知県豊橋市 下地町橋口160-1

（有）井上クリ－ニング 愛知県豊橋市 東脇1-27-2

イノチオホールディングス(株） 愛知県豊橋市 若松町若松146

ＭＲＭ豊橋（株） 愛知県豊橋市 牛川通4-1-2

大木家 愛知県豊橋市 広小路1-43

（株）オーラッド 愛知県豊橋市 鍵田町36

岡本漁網(株） 愛知県豊橋市 堂浦町1-1

（有）小川水産 愛知県豊橋市 飯村北1-2-18

カゴメ食品（株） 愛知県豊橋市 西松山町95

加藤金物（株） 愛知県豊橋市 問屋町17-1

（株）曲岩鈴木製材所 愛知県豊橋市 東田町字西脇128

蒲郡信用金庫　東田支店 愛知県豊橋市 上地町140-2

(有）クロヤ商会 愛知県豊橋市 八町通3-166

（株）経真 愛知県豊橋市 牛川町北台40-3

（株）小林佃煮 愛知県豊橋市 北島町字北島97-1

近藤組 愛知県豊橋市 佐藤町4-29-1

栄土地測量設計（株） 愛知県豊橋市 八町通4-49

佐々木繊維(株） 愛知県豊橋市 前田中町2-14

（株）三光製作所 愛知県豊橋市 佐藤町字才ノ神14

（株）三宝堂印刷所 愛知県豊橋市 下地町3-5-2

（株）柴田建設 愛知県豊橋市 東田町146

（株）樹研工業 愛知県豊橋市 小向町字北小向140-1

商工中金 豊橋支店 愛知県豊橋市 松葉町3-71-2

昭和製薬（株） 愛知県豊橋市 天伯町西雲雀ケ丘4-2

（株）杉八 愛知県豊橋市 佐藤3-30-7

（株）鈴寅工務店 愛知県豊橋市 飽海町37
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（株）スミ電機工業所 愛知県豊橋市 神明町109

成和環境(株) 愛知県豊橋市 東幸町東明5

（株）総合開発機構 愛知県豊橋市 駅前大通2-33-1

総合埠頭(株） 愛知県豊橋市 明海町5-54

(株）大栄製作所 愛知県豊橋市 雲谷字外ノ谷279

(株)大三コーポレーション 愛知県豊橋市 神明町52

タサキ溶材商事(株） 愛知県豊橋市 下地町字若宮18-2

玉川屋（株） 愛知県豊橋市 問屋町2-2

（株）中部 愛知県豊橋市 神野新田町トノ割28

中部電力（株）豊橋営業所 愛知県豊橋市 神明町89

（株）ﾂｰﾈｯﾄ 愛知県豊橋市 西小鷹野1-13

（有）データブレーン 愛知県豊橋市 大国町37

（株）デライト 愛知県豊橋市 牛川通３丁目8-8

東海興業（株） 愛知県豊橋市 草間町字平東68

東海食膳協業組合 愛知県豊橋市 二川町東向山22-3

東豊製菓（株） 愛知県豊橋市 春日町1-156

(株）トーエネック豊橋営業所 愛知県豊橋市 大村町字山所70

トピー海運（株） 愛知県豊橋市 神野ふ頭町3-15

トピー工業（株）豊橋製造所 愛知県豊橋市 明海町1

（株）豊田組 愛知県豊橋市 関屋町181

（株）豊田鉄工 愛知県豊橋市 老津町字今下137-2

トヨネン（株） 愛知県豊橋市 明海町5-77

トヨタネ（株） 愛知県豊橋市 向草間町北新切12

豊橋飼料（株） 愛知県豊橋市 明海町5-9

中神建具店 愛知県豊橋市 飽海町96-3

中島印刷所 愛知県豊橋市 神ノ輪町26

（株）羽田住宅サービス 愛知県豊橋市 前田町1-8-17

（株）花田工務店 愛知県豊橋市 中世古町121

東三河ヤクルト販売（株） 愛知県豊橋市 花中町54

彦坂会計事務所 愛知県豊橋市 忠興2-6-1

（株）ビジネスリンク 愛知県豊橋市 駅前大通二丁目46 名豊ビル新館4Ｆ

（株）ヒミカ 愛知県豊橋市 花田町荒木95

藤城建設（株） 愛知県豊橋市 花田町字中ノ坪11

（株）フジヤマ豊橋支店 愛知県豊橋市 牛川通2-1-1

（株）紅久商店 愛知県豊橋市 神野新田町チノ割12番地

（株）豊川堂 愛知県豊橋市 呉服町40

（株）ホワイト商会 愛知県豊橋市 菰口町3-8

本多電子（株） 愛知県豊橋市 大岩町小山塚20

松井商事(株） 愛知県豊橋市 問屋町1-7

（株）三河シー・エス・エヌ 愛知県豊橋市 小池町字上ノ山22

（株）みずほ銀行 愛知県豊橋市 広小路1-39

三菱化学エンジニアリング（株） 愛知県豊橋市 牛川通4-1-2

三星運送（株） 愛知県豊橋市 多米町字五反田56-1

宮川工機(株) 愛知県豊橋市 花田町中ノ坪53

三吉自工（株） 愛知県豊橋市 下五井町茶屋前40-2

ムラタ保険ドックサービス 愛知県豊橋市 江島町136-9

（株）メガネ流通センター 愛知県豊橋市 平川町11-1

守田光学工業（株） 愛知県豊橋市 多米町字蝉川33-244

(有)山田庭園設計 愛知県豊橋市 旭本町11

（株）ヤマナカ赤岩フランテ館 愛知県豊橋市 東田町井原20-1

山本内科 愛知県豊橋市 東田町西郷69

（有）吉田商会 愛知県豊橋市 下地町字新道29

(株）レオック 愛知県豊橋市 中浜町219-29
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会員団体名 都道府県名　 住　　　所
※ 部分は5口以上の団体会員

社会福祉法人 岩崎学園 豊橋市 岩崎町字利兵71
大橋通2丁目自治会 豊橋市 花田町石塚21
北岩田一区自治会 豊橋市 東光町38-2
国際ソロプチミスト豊橋ポート 豊橋市 石巻町前屋敷63
桜丘高等学校 豊橋市 南牛川2-1-11
桜丘中学校 豊橋市 南牛川2-1-11
豊橋市立多米小学校 豊橋市 多米中町2-27-1
学校法人蝉川学園豊橋才能教育幼稚園 豊橋市 東小鷹野1-15-8
豊橋商工会議所女性会 豊橋市 花田町石塚42-1
(公社)豊橋青年会議所 豊橋市 花田町字石塚42-1豊橋商工会議所内
豊橋創造大学 豊橋市 牛川町字松下20-1
豊橋農業協同組合 豊橋市 野依町字西川5
(財)豊橋文化振興財団 豊橋市 向山大池町20-1
豊橋北部会長 豊橋市 石巻本町北市場45-4
東三河懇話会 豊橋市 駅前大通2-46 名豊ビル内
（社）東三河地域研究センター 豊橋市 駅前大通二丁目46　名豊ビル6階
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