
会員一覧（2016/01現在）

（株）アーバンセキュリティ （株）アール（はっとり鍼灸接骨院）

（株）ＩＨＩ 航空宇宙事業本部 相馬事業所 アイシン精機（株）

赤門柔道倶楽部 鐵心館 秋元道場

赤穂YAWARAｸﾗﾌﾞ 旭化成（株）

綾羽（株） ALSOK 綜合警備保障（株）

ALSOK 綜合警備保障（株）西日本業務推進本部 ALSOK 綜合警備保障（株）茨城支社

ALSOK 綜合警備保障（株）神奈川支社 ALSOK 北関東綜合警備保障（株）

ALSOK 常駐警備（株） ALSOK 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ（株）

ALSOK 東京綜合警備保障（株） ALSOK 新潟綜合警備保障（株）

ALSOK 福岡（株） ALSOK 山形（株）

（株）アルテサロンホールディングス 石田接骨院

稲生柔道ＯＢクラブ 医療法人井野整形外科 ﾘﾊﾋﾞﾘ内科

（株）ＶＩＬＬＡＧＥ ＨＩグループ

（有）Ｓ・Ｔ・Ｏ ＮＧＪ（長崎がんばらんば柔道クラブ）

（有）M.M.Gﾐﾔｻﾞﾜﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ ＭＪＣ

（株）エル・エス・コーポレーション 遠藤塾道場

近江クラブ 大阪ガス（株）

大阪拘置所 オージー技研（株）

ＯＪＣ 大牟田クラブ

岡崎医療刑務所 ＯＧＡＷＡ警備（株）

（株）小川道場 （株）ｵﾌｨｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

（株）NEOJUDO（小見川道場） 鹿児島情報クラブ

笠松刑務所 金沢学院クラブ

鹿屋体育大学柔友会 川越少年刑務所

社会福祉法人 河内厚生会 関西医療学園

学校法人神戸創志学園 関西健康科学専門学校 関西大学柔友会

関西電力（株） 関西学院柔道クラブ

紀柔館 喜連川社会復帰促進センター

岐阜刑務所 岐阜市役所

ぎふ柔道クラブ２４ 九州医療スポーツ専門学校

九州電力（株） 九州旅客鉄道（株）

（株）九電工 給田柔道クラブ 柔士舘

京都医健専門学校 京都柔道円心道場

近畿医療 近畿通関（株）

医療法人錦秀会 阪和病院 近大クラブ

グッドヒル（株） 熊本刑務所

熊本コスモ警備保障（株） 熊本市消防局

（株）クラレ岡山事業所 （有）Ｋ，Ｋスポーツ

京浜急行電鉄（株） 京葉ガス（株）

月江寺柔道クラブ 建装工業（株）

合同産業（株） 甲南柔友会

甲府刑務所 神戸拘置所

郡山市柔道会 國學院大學職員
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国士舘柔道クラブ 此花学院柔友会

駒澤柔友会 コマツ

済美学園 札幌刑務所

（株）山陽セフティ ＪＲ東日本

（株）ＪＲ東日本ﾘﾃｰﾙﾈｯﾄ ＪＦＥスチール（株）

（有）ＪＡＫＥ・ＪＡＰＡＮ 自衛隊体育学校

（株）ジェイテクト （株）ジェイロード

塩谷建設（株） 衆議院事務局

医療法人社団 柔心会 医療法人十全会 おおりん病院

医療法人十全会 回生病院 医療法人十全会 聖明病院

修盟館 総本部道場 淑徳柔道クラブ

隼武館 常翔学園クラブ

特定医療法人仁康会 小泉病院 （株）神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ

新日鐵住金（株） 新日鐵住金（株）室蘭製鐵所

新日鐵住金（株）釜石製鐵所 新日鐵住金（株）君津製鐵所

新日鐵住金（株）技術開発本部 新日鐵住金（株）名古屋製鐵所

新日鐵住金（株）広畑製鐵所 新日鐵住金（株）ｽﾃﾝﾚｽ事業部 光製鉄所

新日鐵住金（株）八幡製鐵所 新日鐵住金（株）大分製鐵所

医療法人真明会 杉並柔道教室

誠勇館 セコム上信越（株）

瀬田柔道会 医療法人せのがわ

センコー（株） セントラル警備保障（株）

（株）爽健グローバル 創柔会柔道クラブ

（株）タイカテクノ ダイコロ（株）

高島平柔道部 高松刑務所

高宮接骨院 （株）高柳喜一商店

（株）鑪建築設計事務所 立川拘置所

樽谷塾 千葉市消防局

（株）千葉薬品（ヤックス） 乳山道場

中央柔道クラブ 中京柔道クラブ

つくばユナイテッド 鶴来坂田道場

帝京科学大学柔道クラブ 帝京大学柔道クラブ

帝人（株） （株）デンソー

東海旅客鉄道（株） 東急建設（株）

東京海上日動火災保険（株） 東京ガス（株）

東京拘置所 学校法人杏文学園 東京柔道整復専門学校

東京消防庁 東京地下鉄（株）

公益社団法人東京都柔道接骨師会 東京武道館柔友会

同志社ＷＲＪＣ （株）東芝

東北大柔道クラブ 東洋水産（株）

東レ（株）滋賀事業場 東レ（株）愛媛工場

東レ（株）三島工場 東レ（株）名古屋事業場

東レ（株）岡崎工場 トーエー企業（株）

都市大学付属柔道クラブ （株）戸髙鉱業社
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登米市消防署 ともえ産業情報柔道クラブ

トヨタ自動車（株） （株）豊田自動織機

長浜柔道協会 ナカバヤシ（株）

（株）ナチュラル （株）西日本シティ銀行

西日本旅客鉄道（株） 日亜化学工業（株）

（株）日経サービス 日光警備保障（株）

日本エースサポート（株） 日本貨物鉄道（株）

公益社団法人日本柔道整復師会 日本柔道整復師 請求ｻｰﾋﾞｽ連盟

日本生命保険相互会社 日本中央競馬会

日本駐車場救急ｻｰﾋﾞｽ（株） 日本通運（株）

パーク２４（株） 羽田タートルサービス（株）

阪急電鉄（株） 東日本旅客鉄道（株）

（株）肥後銀行 （株）日立製作所 日立事業所

ひらた整骨院クラブ 広島大学柔道クラブ

福岡医健専門学校 福岡市消防局

福島市役所 福原産業（株）

医療法人社団 白毫会 藤野整形外科 武大柔心会

府中刑務所 （株）Pflaster

平成国際大学柔道クラブ （株）ベネシード

北陸電力（株） 北海道旅客鉄道（株）

炎の体育会ＴＶ 本田技研工業（株） 熊本製作所

MAR福岡柔道クラブ 松前柔道クラブ

丸の内柔道倶楽部 まるや接骨院

満洋丸 Mie Team Judo

（株）ミキハウス ミズノ（株）

三井住友海上火災保険（株） 三井住友信託銀行（株）

三菱化学物流（株） 三菱重工業（株）名古屋航空宇宙ｼｽﾃﾑ製作所

三菱重工業（株）神戸造船所 三菱電機（株）神戸

三菱レイヨン（株）大竹事業所 水戸刑務所

ミナミ （株）未来（Forward Walker）

室田道場 明治東洋医学院専門学校

名大柔友会 明武館田邊道場

（株）安川電機 山形刑務所

山形市役所 （株）ユーエスシー

ＮＰＯ法人ゆうスポーツクラブ 横浜国大柔友会

横浜市立大柔友会 吉田道場

米田柔整専門学校 陸上自衛隊第一空挺団

陸上自衛隊 別府自衛隊 立教柔道クラブ

龍谷クラブ （学）了德寺学園

ワイエスフード（株） ＹＫＫ（株）

和歌山県庁 和歌山柔栄会

早稲田柔道クラブ
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