
全国経営学部長会議加入大学一覧
平成２８年９月９日現在

No. 大学名 学部名 郵便番号 住所

1 愛知大学 経営学部 453-8777 名古屋市中村区平池町４－６０－６

2 愛知学院大学 経営学部 462-8739 名古屋市北区名城3-1-1

3 愛知工業大学 経営学部 464-0044 名古屋市千種区自由ヶ丘２－４９－２

4 愛知産業大学 経営学部 444-0005 愛知県岡崎市岡町原山12-5

5 青森大学 経営学部 030-0943 青森市幸畑2-3-1

6 青森公立大学 経営経済学部 030-0196 青森市合子沢字山崎153-4

7 青山学院大学 経営学部 150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25

8 朝日大学 経営学部 501-0296 岐阜県瑞穂市穂積1185

9 亜細亜大学 経営学部 180-8629 東京都武蔵野市境5-24-10

10 追手門学院大学 経営学部 567-8502 大阪府茨木市西安威2-1-15

11 桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 194-0294 東京都町田市常盤町３７５８

12 大阪経済大学 経営学部 533-8533 大阪市東淀川区大隅2-2-8

13 大阪国際大学 グローバルビジネス学部 570-8555 大阪府守口市藤田町６－２１－５７

14 大阪産業大学 経営学部 574-8530 大阪府大東市中垣内3-1-1

15 大阪商業大学 総合経営学部 577-8505 大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10

16 大阪成蹊大学 マネジメント学部 533-0007 大阪府大阪市東淀川区相川３－１０－６２

17 嘉悦大学 経営経済学部　 187-8578 東京都小平市花小金井南町2-8-4

18 神奈川大学 経営学部 259-1293 神奈川県平塚市土屋2946

19 金沢学院大学 経営情報学部 920-1392 石川県金沢市末町10

20 岐阜経済大学 経営学部 503-8550 岐阜県大垣市北方町５－５０

21 九州産業大学 経営学部 813-8503 福岡市東区松香台2丁目3番1号

22 京都学園大学 経済経営学部 615-8577 京都市右京区山ノ内五反田町18番地

23 京都産業大学 経営学部 603-8555 京都市北区上賀茂本山

24 甲南大学 経営学部 658-8501 神戸市東灘区岡本８－９－１

25 神戸学院大学 経営学部 650-8586 神戸市中央区港島1-1-3

26 駒澤大学 経営学部 154-8525 東京都世田谷区駒沢１－２３－１

27 作新学院大学 経営学部 321-3295 栃木県宇都宮市竹下町９０８

28 産業能率大学 情報マネジメント学部 259-1197 神奈川県伊勢原市上粕屋1573

29 四国大学 経営情報学部 771-1192 徳島県徳島市応神町古川字戎子野123-1

30 静岡県立大学 経営情報学部 422-8526 静岡市駿河区谷田５２－１

31 静岡産業大学 経営学部 438-0043 静岡県磐田市大原1572-1

32 淑徳大学 経営学部 354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保１１５０-１

33 城西大学 経営学部 350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1

34 城西国際大学 経営情報学部 283-8555 千葉県東金市求名1番地

35 諏訪東京理科大学 経営情報学部 391-0213 長野県茅野市豊平５０００－１

36 星城大学 経営学部 476-8588 愛知県東海市富貴ノ台2-172

37 西武文理大学 サービス経営学部 350-1336 埼玉県狭山市柏原新田３１１－１

38 摂南大学 経営学部 572-8508 大阪府寝屋川市池田中町17-8

39 専修大学 経営学部 214-8580 神奈川県川崎市多摩区東三田２－１－１

40 創価大学 経営学部 192-8577 東京都八王子市丹木町１－２３６

41 大東文化大学 経営学部 175-8571 東京都板橋区高島平1-9-1

42 高千穂大学 経営学部 168-8508 東京都杉並区大宮２－１９－１

43 高松大学 経営学部 761-0194 高松市春日町960

44 多摩大学 経営情報学部 206-0022 多摩市聖ヶ丘４－１－１

45 玉川大学 経営学部 194-8610 東京都町田市玉川学園6-1-1
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46 中京大学 経営学部 466-8666 名古屋市昭和区八事本町101-2

47 中京学院大学 経営学部 509-9195 岐阜県中津川市千旦林1-104

48 中部大学 経営情報学部 487-8501 愛知県春日井市松本町１２００

49 中部学院大学 経営学部 504-0837 岐阜県各務原市那加甥田町３０－１

50 東海学園大学 経営学部 470-0207 愛知県みよし市福谷町西ノ洞21-233

51 東京経済大学 経営学部 185-8502 東京都国分寺市南町1-7-34

52 東京富士大学 経営学部 169-0075 東京都新宿区高田馬場3-8-1

53 東京理科大学 経営学部 102-0071 東京都千代田区富士見1-11-2

54 道都大学 経営学部 061-1196 北広島市中の沢１４９番地

55 東洋大学 経営学部 112-8606 東京都文京区白山5-28-20

56 東洋学園大学 現代経営学部 113-0033 東京都文京区本郷1-26-3

57 常葉大学 経営学部 431-2102 静岡県浜松市北区都田町１２３０

58 豊橋創造大学 経営学部 440-8511 愛知県豊橋市牛川町字松下20-1

59 名古屋外国語大学 現代国際学部 470-0197 愛知県日進市岩崎町竹ノ山５７

60 南山大学 経営学部 466-8673 名古屋市昭和区山里町18番地

61 新潟経営大学 経営情報学部 959-1321 新潟県加茂市希望ヶ丘２９０９ー２

62 白鷗大学 経営学部 323-8585 栃木県小山市大行寺1117

63 阪南大学 経営情報学部 580-8502 大阪府松原市天美東5-4-33

64 文京学院大学 経営学部 113-8668 文京区向丘1－19－1

65 法政大学 経営学部 102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1

66 松本大学 総合経営学部 390-1295 長野県松本市新村２０９５－１

67 松山大学 経営学部 790-8578 愛媛県松山市文京町４－２

68 宮崎産業経営大学 経営学部 880-0931 宮崎市古城町丸尾100

69 明治大学 経営学部 101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1

70 名城大学 経営学部 468-8502 名古屋市天白区塩釜口１－５０１

71 目白大学 経営学部 161-8539 東京都新宿区中落合４－３１－１

72 桃山学院大学 経営学部 594-1198 大阪府和泉市まなび野1-1

73 横浜国立大学 経営学部 240-8501 横浜市保土ケ谷区常盤台79-4

74 立正大学 経営学部 141-8602 東京都品川区大崎４－２－１６

75 龍谷大学 経営学部 612-8577 京都府京都市伏見区深草塚本町６７

76 岡山商科大学 経営学部 700-8601 岡山県岡山市北区津島京町2丁目10番1号

 


