
項番 法人種類 法人名称 主たる事業所の所在地 備考
1 公益財団法人 愛銀教育文化財団 名古屋市中区栄3丁目14番12号

2 公益財団法人 アイセロ財団 豊橋市大岩町字久保田48番地の81

3 公益財団法人 愛知教育文化振興会 岡崎市明大寺町字馬場東170番地1

4 公益財団法人 愛知県アイバンク協会 名古屋市中区栄4丁目15番23号ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ久屋公園219号

5 公益財団法人 愛知県学校給食会 豊明市阿野町惣作87番地の1

6 公益財団法人 愛知県がん研究振興会 名古屋市千種区鹿子殿1番1号

7 公益財団法人 愛知県教育振興会 名古屋市東区白壁1丁目50番地(愛知県白壁庁舎内)

8 公益財団法人 愛知県教育・スポーツ振興財団 名古屋市中区新栄1丁目49番10号愛知県教育会館2階

9 公益財団法人 愛知県警察育英会 名古屋市中区三の丸2丁目1番1号

10 公益財団法人 愛知県健康づくり振興事業団 知多郡東浦町大字森岡字源吾山1-1あいち健康の森健康科学総合ｾﾝﾀｰ内

11 公益財団法人 愛知県国際交流協会 名古屋市中区三の丸2丁目6番1号愛知県三の丸庁舎内

12 公益財団法人 愛知県サッカー協会 名古屋市瑞穂区洲山町2丁目21番地(啓徳名古屋南ﾋﾞﾙ内)

13 公益財団法人 愛知県私学退職基金財団 名古屋市中区錦3丁目11番13号(愛知会館内)

14 公益財団法人 愛知県市町村振興協会 名古屋市中区三の丸2丁目3番2号

15 公益財団法人 愛知県ジュニアゴルファー育成財団 安城市住吉町3丁目11番8号

16 公益財団法人 愛知県消防協会 名古屋市中区三の丸2丁目3番2号

17 公益財団法人 愛知県私立幼稚園退職基金財団 名古屋市中区錦3丁目11番13号(愛知会館内)

18 公益財団法人 愛知県シルバーサービス振興会 名古屋市中区栄2丁目10番19号名古屋商工会議所ﾋﾞﾙ8階

19 公益財団法人 愛知県水産業振興基金 名古屋市中区丸の内3丁目4番31号愛知県水産会館

20 公益財団法人 愛知県スポーツ協会 名古屋市中区新栄1丁目49番10号県教育会館3階

21 公益財団法人 愛知県生活衛生営業指導センター 名古屋市中区三の丸3丁目2番1号愛知県東大手庁舎6階

22 公益財団法人 愛知県都市整備協会 名古屋市中区三の丸3丁目2番1号

23 公益財団法人 愛知県農業振興基金 名古屋市中区錦3丁目3番8号

24 公益財団法人 愛知県文化振興事業団 名古屋市東区東桜1丁目13番2号

25 公益財団法人 愛知県暴力追放運動推進センター 名古屋市昭和区円上町26番15号愛知県高辻ｾﾝﾀ-内

26 公益財団法人 愛知県林業振興基金 名古屋市中区丸の内3丁目5番16号林業会館内

27 公益財団法人 愛知県老人クラブ連合会 名古屋市東区白壁1丁目50番地

28 公益財団法人 愛知県労働協会 名古屋市中村区名駅4丁目4番38号

29 公益財団法人 愛知公園協会 名古屋市東区出来町2丁目8番21号

30 公益財団法人 あいちコミュニティ財団 名古屋市中村区本陣通5丁目6番地1 地域資源長屋なかむら2階

31 公益財団法人 あいち産業振興機構 名古屋市中村区名駅4丁目4番38号愛知県産業労働ｾﾝﾀｰ

32 公益財団法人 愛知私学奨学資金財団 名古屋市熱田区沢下町8番4号愛知私学会館内

33 公益財団法人 愛知腎臓財団 名古屋市中区三の丸3丁目2番1号

公益財団法人一覧
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34 公益財団法人 愛知大学教育研究支援財団 名古屋市東区筒井2丁目10番31号

35 公益財団法人 あいち男女共同参画財団 名古屋市東区上竪杉町1番地愛知県女性総合ｾﾝﾀｰ内

36 公益財団法人 愛知・豊川用水振興協会 名古屋市中区三の丸2丁目6番1号愛知県三の丸庁舎8階

37 公益財団法人 愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会 名古屋市中区三の丸3丁目2番1号愛知県東大手庁舎内

38 公益財団法人 愛知水と緑の公社 名古屋市中区丸の内3丁目19番30号

39 公益財団法人 愛知臨海環境整備センター 知多郡武豊町字三号地1番地

40 公益財団法人 明石会 蒲郡市本町東61番地

41 公益財団法人 アジア保健研修所 日進市米野木町南山987番地の30

42 公益財団法人 あすて 豊田市本町本竜43番地

43 公益財団法人 荒木集成館 名古屋市天白区中平5丁目616番地

44 公益財団法人 安城市学校給食協会 安城市新田町吉池71番地

45 公益財団法人 安城市スポーツ協会 安城市新田町新定山41番地8

46 公益財団法人 安城都市農業振興協会 安城市赤松町梶1番地

47 公益財団法人 生田奨学財団 名古屋市中村区亀島2丁目14番10号ﾌｼﾞｵﾌｨｽﾋﾞﾙ6F

48 公益財団法人 一宮地場産業ファッションデザインセンター 一宮市大和町馬引字南正亀4番地1

49 公益財団法人 市原国際奨学財団 名古屋市中村区鴨付町1丁目22番地

50 公益財団法人 いっしん育英会 一宮市若竹3丁目2番2号

51 公益財団法人 犬山城白帝文庫 犬山市大字犬山字北古券65番地5

52 公益財団法人 イノアック国際教育振興財団 名古屋市中村区名駅南2丁目13番4号

53 公益財団法人 卯塚緑地公園協会 長久手市卯塚2丁目303番地

54 公益財団法人 エリザベス・アーノルド富士財団 名古屋市瑞穂区彌富通1丁目21番地

55 公益財団法人 大澤科学技術振興財団 豊川市本野ｹ原3丁目22番地ｵｰｴｽｼﾞｰｱﾈｯｸｽﾋﾞﾙ2F

56 公益財団法人 岡崎幸田勤労者共済会 岡崎市羽根町小豆坂117番地3岡崎市中小企業･勤労者支援ｾﾝﾀｰ内

57 公益財団法人 岡崎市学校給食協会 岡崎市岡町字中御給28番地

58 公益財団法人 岡崎市スポーツ協会 岡崎市六名本町7番地岡崎市体育館内

59 公益財団法人 科学技術交流財団 豊田市八草町秋合1267番1あいち産業科学技術総合ｾﾝﾀｰ内

60 公益財団法人 角文・鈴木環境財団 刈谷市泉田町古和井1番地

61 公益財団法人 崋山会 田原市田原町巴江12番地の1

62 公益財団法人 春日井市健康管理事業団 春日井市鷹来町1丁目1番地1

63 公益財団法人 春日井市食育推進給食会 春日井市庄名町348番地1

64 公益財団法人 春日井市スポーツ・ふれあい財団 春日井市東野町字落合池1番地2

65 公益財団法人 かすがい市民文化財団 春日井市鳥居松町5丁目44番地

66 公益財団法人 加藤庸子国際基金 名古屋市中川区尾頭橋3丁目3-18ｺｰﾎﾟ松原1階102号
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67 公益財団法人 蒲信育英会 蒲郡市神明町4番25号

68 公益財団法人 神野教育財団 豊橋市駅前大通1丁目55番地ｻｰﾗﾀﾜｰ株式会社ｻｰﾗｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ内

69 公益財団法人 かみや美術館 半田市有脇町10丁目8番9番地

70 公益財団法人 栢森情報科学振興財団 名古屋市中村区那古野1丁目43番5号

71 公益財団法人 刈谷少年少女発明クラブ 刈谷市司町1丁目2番地

72 公益財団法人 河合記念奨学財団 名古屋市千種区今池2丁目1番10号(河合塾千種校内)

73 公益財団法人 桑山清山会 名古屋市昭和区山中町2丁目12番地

74 公益財団法人 県立西尾高等学校同窓会奨学財団 西尾市桜町奥新田2番地2

75 公益財団法人 功農支援会 田原市六連町神ヶ谷16番1

76 公益財団法人 興和生命科学振興財団 名古屋市中区錦3丁目6番29号

77 公益財団法人 国際水泳殿堂・アジア 名古屋市千種区天満通1丁目46番地

78 公益財団法人 後藤報恩会 名古屋市昭和区汐見町4番地の1

79 公益財団法人 小林奨学財団 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号

80 公益財団法人 小牧市スポーツ協会 小牧市大字間々原新田737番地

81 公益財団法人 古山奨学財団 名古屋市中区丸の内3丁目20番3号

82 公益財団法人 三五自然共生基金 名古屋市熱田区六野1丁目3番1号

83 公益財団法人 三五ものづくり基金 名古屋市熱田区六野1丁目3番1号

84 公益財団法人 シキシマ学術・文化振興財団 名古屋市東区白壁5丁目3番地(敷島製ﾊﾟﾝ株式会社内)

85 公益財団法人 慈友会 名古屋市東区筒井1丁目8番13号

86 公益財団法人 松月流 豊橋市新本町123番地

87 公益財団法人 真照会 名古屋市中村区名駅南1丁目16番30号東海ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

88 公益財団法人 杉浦記念財団 大府市横根町新江62番地の1

89 公益財団法人 杉本美術館 知多郡美浜町美浜緑苑1丁目12番1号

90 公益財団法人 鈴木謙三記念医科学応用研究財団 名古屋市東区東片端町8番地ｽｽﾞｹﾝ本社内

91 公益財団法人 晴嵐館 江南市大海道町青木22番地

92 公益財団法人 瀬戸市文化振興財団 瀬戸市西茨町113番地の3(瀬戸市文化ｾﾝﾀｰ内)

93 公益財団法人 瀬戸信用金庫地域振興協力基金 瀬戸市東横山町119番地の1

94 公益財団法人 ZENCLUB 名古屋市名東区一社3丁目7番地

95 公益財団法人 大幸財団 名古屋市東区大幸南1丁目1番22号

96 公益財団法人 高橋記念美術文化振興財団 豊田市小坂本町8丁目5番地1

97 公益財団法人 立松財団 刈谷市一里山町金山100番地

98 公益財団法人 ちゅうでん教育振興財団 名古屋市東区東桜2丁目6番30号東桜会館4F

99 公益財団法人 中部科学技術センター 名古屋市中区大須1丁目35番18号
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100 公益財団法人 中部圏社会経済研究所 名古屋市中区栄4丁目14番2号

101 公益財団法人 中部産業・労働政策研究会 豊田市山之手8丁目131番地

102 公益財団法人 中部電気利用基礎研究振興財団 名古屋市中区新栄1丁目2番31号ﾌﾛﾝﾃｨｱ新栄2階

103 公益財団法人 長寿科学振興財団 知多郡東浦町大字森岡字源吾山1番地の1あいち健康の森健康科学総合ｾﾝﾀｰ4階

104 公益財団法人 東海交通遺児を励ます会 名古屋市熱田区金山町1丁目14番21号

105 公益財団法人 東海ジェンダー研究所 名古屋市中区金山1丁目9番19号

106 公益財団法人 桐華学園 半田市天王町1丁目30番地

107 公益財団法人 唐九郎陶芸記念館 名古屋市守山区翠松園1丁目1710番地

108 公益財団法人 東洋医学研究財団 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地

109 公益財団法人 豊秋奨学会 刈谷市豊田町1丁目1番地(ﾄﾖﾀ紡織株式会社内)

110 公益財団法人 豊川市国際交流協会 豊川市新道町1丁目1番地の3豊川市勤労福祉会館内

111 公益財団法人 豊川水源基金 豊橋市八町通5丁目4番地

112 公益財団法人 とよしん育英財団 豊田市元城町1丁目48番地豊田信用金庫本店内

113 公益財団法人 豊田加茂環境整備公社 豊田市御船町山ﾉ神56番地8

114 公益財団法人 豊田市学校給食協会 豊田市栄生町5丁目1番地(豊田市中部給食ｾﾝﾀｰ内)

115 公益財団法人 豊田市国際交流協会 豊田市小坂本町1丁目25番地

116 公益財団法人 豊田市スポーツ協会 豊田市八幡町1丁目20番地豊田市総合体育館内

117 公益財団法人 豊田市文化振興財団 豊田市小坂町12丁目100番地(豊田市民文化会館内)

118 公益財団法人 豊田地域医療センター 豊田市西山町3丁目30番地1

119 公益財団法人 豊田都市交通研究所 豊田市元城町3丁目17番地

120 公益財団法人 豊田理化学研究所 長久手市横道41番地の1

121 公益財団法人 豊橋市学校給食協会 豊橋市橋良町字向山4番地の41

122 公益財団法人 豊橋市国際交流協会 豊橋市駅前大通2丁目33番地の1開発ﾋﾞﾙ3階

123 公益財団法人 豊橋市スポーツ協会 豊橋市岩田町1番地の2

124 公益財団法人 豊橋善意銀行 豊橋市八町通5丁目9番地

125 公益財団法人 豊橋文化振興財団 豊橋市西小田原町123番地

126 公益財団法人 豊橋みどりの協会 豊橋市大岩町字大穴1番地238

127 公益財団法人 内藤科学技術振興財団 名古屋市中川区福住町2番26号

128 公益財団法人 永井科学技術財団 名古屋市中村区名駅3丁目28番12号

129 公益財団法人 名古屋観光コンベンションビューロー 名古屋市中区栄2丁目10番19号名古屋商工会議所ﾋﾞﾙ11階

130 公益財団法人 名古屋ケーブルビジョン 名古屋市中区新栄2丁目46番6号

131 公益財団法人 なごや建設事業サービス財団 名古屋市中区千代田1丁目5番8号

132 公益財団法人 名古屋港緑地保全協会 名古屋市港区港陽1丁目1番69号
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133 公益財団法人 名古屋港湾福利厚生協会 名古屋市港区名港2丁目3番22号名古屋港福利厚生会館1階

134 公益財団法人 名古屋国際センター 名古屋市中村区那古野1丁目47番1号

135 公益財団法人 名古屋産業科学研究所 名古屋市中区栄2丁目10番19号名古屋商工会議所ﾋﾞﾙ8階

136 公益財団法人 名古屋産業振興公社 名古屋市千種区吹上2丁目6番3号名古屋市中小企業振興会館

137 公益財団法人 名古屋市教育スポーツ協会 名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16

138 公益財団法人 名古屋市小規模事業金融公社 名古屋市千種区吹上2丁目6番3号名古屋市中小企業振興会館5階

139 公益財団法人 名古屋市千種母子福祉協会 名古屋市千種区北千種2丁目1番5号名古屋市にじが丘荘

140 公益財団法人 名古屋市中小企業共済会 名古屋市千種区吹上2-6-3名古屋市中小企業振興会館6階

141 公益財団法人 名古屋市文化振興事業団 名古屋市中区栄3丁目18番1号

142 公益財団法人 名古屋市みどりの協会 名古屋市昭和区鶴舞1丁目1番166号鶴舞公園内

143 公益財団法人 名古屋食肉公社 名古屋市港区船見町1番地の39

144 公益財団法人 名古屋フィルハーモニー交響楽団 名古屋市中区金山1丁目4番10号名古屋市音楽ﾌﾟﾗｻﾞ4階

145 公益財団法人 名古屋まちづくり公社 名古屋市中区丸の内2丁目1番36号

146 公益財団法人 名古屋みなと振興財団 名古屋市港区港町1番3号

147 公益財団法人 名古屋ＹＭＣＡ 名古屋市千種区春岡1丁目2番7号第一富士ﾋﾞﾙ1F

148 公益財団法人 名古屋ＹＷＣＡ 名古屋市中区新栄町2丁目3番地

149 公益財団法人 日東学術振興財団 長久手市蟹原2201番地

150 公益財団法人 日本ガイシ留学生基金 名古屋市瑞穂区須田町2番56号(日本碍子株式会社内)

151 公益財団法人 にっぽんど真ん中祭り文化財団 名古屋市中区栄4丁目16番33号日経ﾋﾞﾙ2階

152 公益財団法人 日本アジア医療看護育成会 名古屋市中川区中島新町3丁目2518番地ﾐﾗｲｶﾋﾞﾙ4階

153 公益財団法人 日本伝承染織振興会 名古屋市西区牛島町6番1号

154 公益財団法人 日本陶磁器意匠センター 名古屋市東区代官町39番18号

155 公益財団法人 日本モンキーセンター 犬山市大字犬山字官林26番地

156 公益財団法人 能姫町財団 名古屋市西区幅下2丁目10番9号

157 公益財団法人 農林業公社しんしろ 新城市作手清岳字ﾅｶﾞﾗﾐ10番2

158 公益財団法人 萩原学術振興財団 名古屋市東区東桜2丁目2番1号

159 公益財団法人 服部公益財団 岡崎市羽根町字若宮30番地

160 公益財団法人 服部国際奨学財団 名古屋市瑞穂区檀渓通5丁目21番地2

161 公益財団法人 東山公園協会 名古屋市千種区田代町字瓶杁1番の62東山公園内

162 公益財団法人 日比科学技術振興財団 名古屋市西区幅下1丁目4番1号

163 公益財団法人 ファスキア奨学財団 名古屋市名東区上社4丁目191番地

164 公益財団法人 古川知足会 名古屋市千種区池下町2丁目50番地

165 公益財団法人 不老会 名古屋市中区栄2丁目10番19号名古屋商工会議所内
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166 公益財団法人 碧海育英会 安城市御幸本町15番1号

167 公益財団法人 碧南市健康増進会 碧南市天王町1丁目70番地

168 公益財団法人 ホーユー科学財団 長久手市櫨木1番地12

169 公益財団法人 ポリウレタン国際技術振興財団 名古屋市中村区名駅南2丁目13番4号

170 公益財団法人 堀科学芸術振興財団 名古屋市東区主税町4丁目4番2

171 公益財団法人 マキタ奨学財団 安城市住吉町3丁目11番8号

172 公益財団法人 牧誠財団 名古屋市天白区島田4丁目1701番の2

173 公益財団法人 マザック財団 丹羽郡大口町竹田1丁目131番地

174 公益財団法人 麦島財団 名古屋市名東区一社3丁目7番地

175 公益財団法人 名銀グリーン財団 名古屋市中区錦3丁目19番17号

176 公益財団法人 明治村 犬山市字内山1番地

177 公益財団法人 名鉄国際育英会 名古屋市中村区名駅1丁目2番4号名古屋鉄道株式会社内

178 公益財団法人 矢作川水源基金 岡崎市明大寺本町1丁目4番地

179 公益財団法人 山田貞夫音楽財団 名古屋市中村区名駅南4丁目12番19号

180 公益財団法人 横山育英財団 名古屋市中区平和1丁目15番27号ﾘｵ第二ﾋﾞﾙ内

181 公益財団法人 横山国際奨学財団 名古屋市中区新栄2丁目2番7号

182 公益財団法人 横山美術館 名古屋市東区葵1丁目1番21号

183 公益財団法人 リンナイ奨学財団 名古屋市中川区福住町2番26号
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