
※注　会員数：個人会員 17 会員含む ※注　会員数：個人会員 25 会員含む

（一社）多治見法人会会員加入状況

支部名
区　分

年月日 平成29年 12月 8日現在加入状況

	 法人数	 会員数	 未加入法人数	 加入率（％）

平成30年 6月 30日現在加入状況

	 法人数	 会員数	 未加入法人数	 加入率（％）

法　人　名 法　人　名業　　種 業　　種

新入会員の紹介
平成29年12月9日～平成30年7月31日

多 治 見 支 部
土 岐 支 部
瑞 浪 支 部
可 児 支 部

合　　計

 2,550  1,177  1,373  46.2
 1,433  792  641  55.3
 726  445  281  61.3
 1,705  555  1,150  32.6
 6,414 2,969  3,445  46.3

 2,550  1,166  1,384  45.7
 1,441  785  656  54.5
 732  463  269  63.3
 1,719  547 1,172  31.8
 6,442  2,961  3,481  46.0

多治見支部
アライアンス 多治見市大原町 3-10 製造業
早坂工業 多治見市滝呂町 15-45 製造業
税理士法人 森本会計 多治見市小田町 3-80 税理士
柳生司法書士事務所 多治見市豊岡町 3-48 司法書士
㈱福当 美濃加茂市森山町 4-6-11 保険代理店
トーホー家電ワーク池田 多治見市廿原町 306-1 家電販売
㈱すまいる建築 多治見市平井町 6-88-22 建築業
㈱ハツカワ 多治見市太平町 6-67-1 建築業
公文式　昭和小前教室 多治見市平和町 4-29 塾
㈲山口 多治見市小名田町 6-63 建築工事
㈱エスフーズ 多治見市新町 1-2-11 飲食業
㈱ルーフビューティー
　中総

多治見市笠原町
1647-454 建築業

㈱ユウコークラフト 多治見市姫町 4-71 鋏製造業
美濃粘土㈱ 多治見市小田町 1-5 学校教材製造
㈲鈴研陶業 多治見市高田町 8-106 タイル製造業
㈱ BUZZ 多治見市本町 3-11 飲食
土 岐 支 部

㈲深尾看板 土岐市下石町 1206-6 看板製作業
リーズ㈱ 土岐市泉町定林寺 266-1 建設業
トキ工芸 土岐市土岐口中町 6-28 看板・デザイン業

㈱タカコム 土岐市下石町字西山
304-709

情報通信機器具
製造業

可 児 支 部
行政書士　大口事務所 可児市下恵土 1315-4 行政書士
田中モータース 可児郡御嵩町中 2132-15 保険代理店
平山会計事務所 可児市中恵土 2359-634 税理士
㈲ケアサービス 美濃加茂市川合町 2-7-21 医療、福祉
㈱松建工業 可児郡御嵩町井尻 744-1 機械器具修理業
㈱アイパル 可児市みずきケ丘 2-30 内装工
トーカイエンジニアリング㈱ 可児市矢戸 126-20 製造業
㈲可児設備 可児市土田 2548-530 管工事設備
㈱アイル 可児市大森 1501-311 建設業

※個人会員は除く 平成 30 年 6 月末現在

岐阜県下７法人会加入状況
法　人　会　名 所管法人数

（社）
加　入　率
（％）	 30/6 末（社）	 29/12 末（社）	 増減数（社）

会　　　員　　　数

（一社）岐阜北法人会 9,394 4,519 4,612 △ 93 48.1 
（公社）岐阜南法人会 8,299 3,533 3,548 △ 15 42.6 
（一社）大垣法人会　 6,500 2,758 2,778 △ 20 42.4 
（一社）中濃法人会　 5,022 2,472 2,517 △ 45 49.2 
（一社）多治見法人会 6,040 2,936 2,962 △ 26 48.6 
（一社）中津川法人会 2,369 1,209 1,217 △ 8 51.0 
（公社）飛騨法人会　 3,773 1,624 1,667 △ 43 43.0 

県連合計 41,397 19,051 19,301 △ 250 46.0 

瑞 浪 支 部
小田陶器㈱ 瑞浪市西小田町 2-100 陶磁器製造業
農事組合法人とうぶ営農 瑞浪市土岐町 2638-1 農業

㈱レッツ　守山小幡店 名古屋市守山区小幡
1-6-43 プリマベーラ 1F エステ

㈱レッツ　瀬戸店 瀬戸市幡野町 297-2
グリーンシティひしの106 エステ

㈱レッツ　豊田店 豊田市昭和町
4-80 SUGA ビル 2F エステ

㈱中仙道ゴルフ倶楽部 瑞浪市寺河戸町 1090-3 ゴルフ場運営管理

㈱大幸 瑞浪市山田町 1514-2 障害児通所
支援事業

㈱ de-vote 瑞浪市山田町 1514-2 土木、建築、工事

（一社）せいわグループ 瑞浪市和合町 2-103 保育、飲食業

㈱アクセルマネジメント 瑞浪市寺河戸町 1096-3 ゴルフ場管理、
運営、練習場

㈱中仙道 瑞浪市大湫町 621-1 ゴルフ場運営管理
東濃土木㈱ 瑞浪市日吉町 7500-1 土木
㈱一建 瑞浪市明世町山野内 306-1 建設業
㈱東方興業 瑞浪市薬師町 5-11 陶磁器・顔料製造
㈱三宅建材店 瑞浪市釜戸町 3815-46 建材卸売業
㈲古田設備 瑞浪市釜戸町 1069-2303 管工事

㈱やらせっけい 瑞浪市西小田町 1-75 生産設備、企画、
設計

羽柴電気工事㈱ 瑞浪市陶町大川 297-1 電気工事業
㈱太田興業 瑞浪市学園台 2-12-6 鳶
㈱ b・プロジェクト 瑞浪市釜戸町 1313-1 建設業
㈲ワイ・イトウ 瑞浪市陶町猿爪 48-12 卸売業
㈱スマート 瑞浪市薬師町 5-11 外構、エクステリア

所　在　地 所　在　地
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