
｢エコモビ実践キャンペーン２０２０｣参加企業・団体等一覧

［企業・団体］
企業・団体等名 住所
愛知県教育委員会 名古屋市中区　　
名古屋市教育委員会 名古屋市中区　　
愛知県小中学校長会 名古屋市中区　　　　
愛知県公立高等学校長会 名古屋市中区
愛知県小中学校ＰＴＡ連絡協議会 名古屋市中区
愛知県公立高等学校ＰＴＡ連合会 名古屋市中区　　
愛知県公立大学法人 長久手市　　　　
愛知県私立大学協会 名古屋市千種区
愛知県商工会連合会 名古屋市中区　　　
（一社）愛知県観光協会 名古屋市中村区　　　　
愛知県商店街振興組合連合会 名古屋市中村区
愛知県中小企業団体中央会 名古屋市中村区　　　　
中部百貨店協会 名古屋市中村区　　　　
蒲郡商工会議所 蒲郡市
愛知県ビルメンテナンス協同組合 名古屋市東区　　　　
中部鉄道協会 名古屋市中村区　　　　
（公社）愛知県バス協会 名古屋市昭和区
愛知県タクシー協会 名古屋市昭和区　　　
名古屋市交通局 名古屋市中区
東海旅客鉄道（株） 名古屋市中村区
近鉄グループホールディングス（株） 名古屋市中村区
名古屋臨海高速鉄道（株） 名古屋市港区
上飯田連絡線（株） 名古屋市中区
中部国際空港連絡鉄道（株） 名古屋市中区　　　　
愛知高速交通（株） 長久手市　　
名古屋ガイドウェイバス（株） 名古屋市守山区　　　
名鉄バス（株） 名古屋市中村区
豊栄交通（株） 尾張旭市
名鉄東部交通（株） 豊田市
医療法人成精会刈谷病院 刈谷市　　
大興タクシー（株） 刈谷市　　　
（株）小野組 豊田市　
名古屋空港ビルディング（株） 豊山町
アイシー（株） 名古屋市名東区
藤本建設（株） 豊田市
（株）丸加木材製作所 一宮市
三井不動産リアルティ（株） 名古屋市中村区
深津園芸（株） 安城市
中日建設（株） 名古屋市中区
（株）ハクセイ 名古屋市昭和区　　　　
豊川舗装（株） 豊川市
昭和土建（株） 一宮市
（株）丸中組 北名古屋市
（株）ナルセコーポレーション 安城市
メディアエムジー（株） 名古屋市中区
　稲栄産業（株） 稲沢市
（株）佐野塗工店 名古屋市南区　　
（株）長谷基業 碧南市　
（株）井藤工業 名古屋市南区　　　
田中建設工業（株） 豊田市
（株）インタラック関西東海 名古屋市中村区
第二制作（株） 名古屋市中区　　　
セクダム（株） 名古屋市東区
（株）コアズ　名古屋事業本部 名古屋市中区　　　　
あいおいニッセイ同和損害保険（株） 名古屋市中村区　
（株）ティー・オー・エム 名古屋市中区　
（株）西尾組 豊根村
（株）魚国総本社　名古屋本部 刈谷市
（株）経営技術研究所 名古屋市千種区　　
（株）一人計画 名古屋市中区　　　
マイナミ空港サービス（株） 名古屋事業所 豊山町
スターキャット・ケーブルネットワーク（株） 名古屋市中川区
（株）近畿日本ツーリスト中部 名古屋市中村区



企業・団体等名 住所
（株）ADKマーケティングソリューションズ　中部支社 名古屋市中村区　
宮田電工（株） 豊田市
（一財）日本不動産研究所　東海支社 名古屋市中区　　　　
（株）アイネス 名古屋市中村区
（株）西三河エリアワン 刈谷市
大興建設（株） 一宮市　
平野建設（株） 一宮市
大精建設（株） 一宮市
（株）松本組 一宮市
（株）ごんだ 進路氏
（株）オクミカワ 新城市
吉田工機（株） 名古屋市港区
中野建設（株） 一宮市
辻村工業（株） 西尾市
ショーボンド建設（株）　名古屋支店 名古屋市熱田区　　
中部化工建設（株） 名古屋市熱田区　　
（株）桐山組 岡崎市
岡本組（株） みよし市
（株）花井組 大府市
吉永建設工業（株） 扶桑町
榊原建設（株） 一宮市
山一建設（株） 稲沢市
（株）成瀬組 豊田市
（株）　水谷組 一宮市
護人建設（株） 一宮市
大岳電気工業（株） 名古屋市中川区　　　　
（株）チトセ 名古屋市名東区　　　
（株）山口土木 岡崎市
東海経営支援センター 名古屋市千種区　　
中一建設工業（株） 知立市
（株）賀真田工務店 一宮市
ARCH plus（株） 名古屋市東区
（株）稲吉建設 日進市
（株）東光高岳　中部支社 名古屋市中区　　　　
丸周建設（株） 大口町
（株）中日メディアブレーン 名古屋市中区
（株）中日BB 名古屋市中区
（株）ツーリストトップワールド 名古屋市中川区　　　
（株）イチマルイチ 名古屋市中区　　　
佐藤工業（株）名古屋支店 名古屋市東区　　　
（株）大進 半田市
（株）　渡邊組 一宮市
（公財）愛知県老人クラブ連合会 名古屋市東区
愛知県青少年団体連絡協議会 名古屋市中区　　　
愛知県社会福祉協議会 名古屋市東区　　　
（公財）愛知県国際交流協会 名古屋市中区　　　　
愛知県連合会 名古屋市熱田区　　　　
愛知県地球温暖化防止活動推進センター 名古屋市東区　　　
豊田都市交通研究所 豊田市
特定非営利活動法人ＩＴＳ　Ｊａｐａｎ 東京都港区　
ＯＳＣＮ（尾張旭・セーフティー・サイクリスツ・ネットワーク） 尾張旭市
公共交通利用促進ネットワーク 名古屋市名東区　　　　
（公財）愛知県教育・スポーツ振興財団 名古屋市中区
（公財）ソーシャルサービス協会 名古屋市中区　　　　　
（公財）愛知県都市整備協会 名古屋市中区
特定非営利活動法人フロンティア西尾 西尾市
公益財団法人愛知公園協会 名古屋市東区
特定非営利活動法人しんしろドリーム荘 新城市
特定非営利活動法人愛知ネット 安城市



［行政関係機関］
企業・団体等名
愛知県
愛知県警察本部
愛知県市長会
愛知県町村会
名古屋市
豊橋市
岡崎市
一宮市
瀬戸市
半田市
春日井市
豊川市
津島市
碧南市
刈谷市
豊田市
安城市
西尾市
蒲郡市
犬山市
常滑市
江南市
小牧市
稲沢市
新城市
東海市
大府市
知多市
知立市
尾張旭市
高浜市
岩倉市
豊明市
日進市
田原市
愛西市
清須市
北名古屋市
弥富市
みよし市
あま市
長久手市
東郷町
豊山町
大口町
扶桑町
大治町
蟹江町
飛島村
阿久比町
東浦町
南知多町
美浜町
武豊町
幸田町
設楽町
東栄町
豊根村


