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   あ    

アイカ工業（株） 

ＩＤＣ（株） 

IT-partners(株) 

（株）アイビー化粧品 

（株）赤ちゃんの城 

アキレス（株） 

（株）アクアプロダクツ 

旭化成(株) 

（株）アサヒファイブ 

（株）ＡＪＩＯＫＡ 

（株）アズ 

アツギ（株） 

（株）アテニア 

(株)綾野製作所 

アラ商事（株） 

（株）アラミス 

（株）アルビオン 

アロン化成（株） 

(株)イエロースタジオ 

イオンリテール（株） 

（株）イケガミ 

（株）伊勢半 

（株）井田ラボラトリーズ 

（公財）一宮地場産業ファッションデ

ザインセンター 

（株）イデア･クリエイト 

イトキン（株） 

（有）インアンドヤン 

（株）INFAS ウェーブ 

ウィッツエル（株） 

(有)植田屋染工場 

（株）栄光社 

エイボンプロダクツ（株） 

(株)エーアンドエーマテリアル 

エース（株） 

（株）NTT ドコモ 

ＭＲＣ・デュポン（株） 

（有）エムケイツー企画 

（株）扇商會 

(株)オーテックジャパン 

（株）小田急百貨店 

織田ファッション専門学校 

オッペン化粧品(株) 

小原（株） 

（株）尾原デザインスタジオ 

（株）オフィス・ミーツアンドニーズ 

オムロンヘルスケア（株） 

オルビス株式会社 

（株）オンワード樫山 

オンワード商事（株） 

   か    

カイタックグループ 

花王（株） 

河西工業(株) 

カシオ計算機（株） 

（株）カネボウ化粧品 

（株）カラーワークス 

川崎重工業(株) 

関西ペイント（株） 

キヤノン（株） 

京セラ（株） 

京都工芸繊維大学 

京都府織物・機械金属振興ｾﾝﾀｰ 

綺羅化粧品（株） 

（株）クイーポ 

(株)クボタ 

（株）クラシエファッション研究所 

CREATIVE COLORS 

専門学校桑沢デザイン研究所 

グンゼ（株）  

（株）京王百貨店 

KJ特殊紙(株) 

ＫＤＤＩ（株） 

（株）コーセー 

コーセーコスメポート（株） 

コクヨファニチャー（株） 

小島プレス工業（株） 

（株）Kom&Co.Design 

(株)コメリ 

（株）コロナ 

コンビ（株） 

（株）コンプレックス・ビズ・インターナシ

ョナル 

   さ    

(株)サクラクレパス 

サムスン電子ジャパン（株） 

三協立山(株)三協アルミ社 

(株)サンゲツ 

（株）三幸 

三芝硝材(株) 

（株）三陽商会 

ジェイオーコスメティックス(株) 

（株）JVCケンウッド・デザイン 

塩野香料(株) 

（株）資生堂 

資生堂ジャパン(株) 

（株）資生堂 

(株)シップス 

島田商事（株） 

清水建設(株) 

シモンズ(株) 

シャープ（株） 

（有）シャオ 

（株）シャルレ 

(株)シャンティ 

昭和西川（株） 

新興真珠(株) 

シンコー(株) 

神東アクサルタコーティング・システ

ムズ（株） 

(学)杉野学園 杉野服飾大学短期

大学部 

スズキ（株） 

スミノエテイジンテクノ（株） 

成和 （株） 

セージ・オートモーティブ・インテリア(株) 

センコー（株） 

全日本美容講師会 

（株）そごう・西武 

ソフトバンクモバイル（株） 

ソルーシア・ジャパン(株) 

   た    

タイガー魔法瓶（株） 

ダイキン工業（株） 

（株）ダイドーインターナショナル 

大日精化工業(株) 

大日本印刷(株) 

大日本塗料（株） 

ダイハツ工業（株） 

（株）大丸松坂屋百貨店 

ダイヤ毛糸（株） 

タカラスタンダード（株） 

タキヒョー（株） 

（株）竹尾 

竹田印刷(株) 

田島ルーフィング(株) 

谷岡学園 神戸芸術工科大学 

（有）玉木新雌 

（株）千總 

（株）ちふれ化粧品 

地方独立行政法人京都市産業技術

研究所 

チャコット（株） 

（財）中華民国紡織業拓展会 

DIC(株) 

TB カワシマ（株） 

（株）電通 

東亜紡織(株) 

（株）トゥーマーカープロダクツ 



 

 

（株）東海理化 

（株）東急百貨店 

東京織物卸商業組合 

東京商工会議所 

（株）東京ソワール 

地方独立行政法人東京都立産業技

術研究センター  

東京ファッションプランニング（株） 

東京吉岡株式会社 

（株）ドゥ・ベスト 

東洋紡 STC（株） 

東リ（株） 

ＴＯＴＯ（株） 

トーヨーカラー(株) 

東レ（株）  

(株)トキワ 

凸版印刷（株） 

トヨタ自動車（株） 

ドリームベッド（株） 

トリニティ(株) 

  な    

長瀬産業（株） 

（株）ナチュラピュリファイ研究所 

ナトコ（株） 

（株）ナリス化粧品 

NAN YA PLASTICS CORPORATION 

（株）ニコン 

（株）西川 

西川産業（株） 

西川リビング（株） 

（株）ニチベイ 

日産自動車（株） 

日通旅行(株) 

日鉄住金物産（株） 

（有）ニットカットクリエーション 

(株)ＮＩＰＰＯ 

公益社団法人日本フラワーデザイナ

ー協会 

日本ペイントオートモティブコーティン

グス（株） 

特定非営利活動法人日本インド国際

産業振興協会 

（株）日本カラーデザイン研究所 

日本グラビヤ工業(株) 

日本コカコーラ（株） 

日本色研事業（株） 

（一財）日本色彩研究所 

（株）日本色材工業研究所 

日本生活協同組合連合会 

日本ペイント･インダストリアルコーティ

ングス（株） 

日本メナード化粧品（株） 

日本ロレアル（株） 

（株）ニューヨーカー 

（株）ノア 

   は    

（株）ハーバー研究所 

（株）博報堂 

パナソニック（株）AP社  

Pantone LLC 

ピアス（株） 

P&G イノベーション合同会社 

BASFジャパン（株） 

（株）飛馬日本 

広島化成（株） 

ヒロタ（株） 

FINEST(株) 

（有）ファインド 

(株)finetrack 

（株）ファンケル 

(株)faubourg 

富士重工業（株） 

富士通デザイン（株） 

富士テクノサービス（株） 

ブラザー工業（株） 

(株)フランス菓子エリティエ 

（株）ブランドクリエイト 

（株）プリオリコスメ 

(株)ブリヂストン 

ブリヂストンサイクル（株） 

（株）プリンセス･トラヤ 

ブルーミング中西（株） 

（株）プレーベル 

（株）プレジャージーン 

フロールエバー(株) 

ブロンドール（株） 

文化学園大学図書館 

北京京盛风向管理咨询有限公司 

（株）Ｂｅｌｌｉｎａ 

（株）ポーラ 

ホットマン（株） 

（株）ホビーラホビーレ 

(株)本田技術研究所  

   ま    

マービー（株） 

牧村（株） 

マツダ（株） 

（有）まつだ寝具店 

（株）マリークワントコスメチックス 

御木本製薬（株） 

(株)ミスターマックス 

ミズノ（株） 

（株）三越伊勢丹研究所 

三菱自動車工業（株） 

三菱電機（株）デザイン研究所 

三菱レイヨン（株） 

ミドリオートレザー(株) 

御幸毛織（株） 

（株）ミルボン 

（株）ムーンスター 

武蔵塗料ホールディングス（株） 

（株）明治 

(株)メニコンネクト 

（株）MOGA・BROOK 

   や    

(株)ヤギコーポレーション 

山形県工業技術センター 

（株）山形屋 

ヤマハ発動機（株） 

山本通産（株） 

（株）ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｶﾗｰｼｽﾃﾑｽﾞ 

ユニー（株） 

(株)ユニクロ 

(株)ユニバーサルホーム 

（株）吉野工業所 

   ら    

（株）LIXIL  

（株）リッチェル 

（株）ルック 

ルノン（株） 

（株）レイ・ビューティ・プランナーズ 

（株）レナウン 

（株）ロマン 

rolo.Concept 

   わ    

（株）ワールド 

(株)ワールド 

（株）YKY 

（株）ワコール 

渡邊布帛工業(株) 

ワタリデザイン 

ワミレスコスメティック（株） 

上記法人会員の他に、個人でご入会

の方を含めて  合計 273件 

 


