
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [都道府県] [住所] [HPアドレス]

1
株式会社セイロロモーター
ス大坂支店

サービス業（他に
分類されないも
の）

大阪府 豊中市勝部１－８－１２

2 （株）ヒロセ
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県
蒲生郡日野町大字松尾９６
０番地の１

http://www.hirosecld.co.jp

3
㈱関西メディカルファー
マシー

サービス業（他に
分類されないも
の）

大阪府 大阪市東成区中本5-27-28 https://nurse-happiness.net/

4
児童デイサービス　イル
カ

医療、福祉 兵庫県
神戸市北区若葉台4-6-18
メゾン若葉台1F

5
有限会社アープ・クリエ
イト

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 神戸市灘区篠原本町1-7-16

6 シグマ・ガル株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県 尼崎市南竹谷町2-32 http://www.sigma-gal.com

7 水野ストレナー工業㈱ 製造業 奈良県
大和高田市材木町５番４１
号

http://www.mizuno-st.co.jp

8 地域情報ネットワーク㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

奈良県
奈良市杉ヶ町１４－１西田
ビル２Ｆ

http://www.narara.co.jp/tiikicom/

9 ㈱豊国 建設業 奈良県
北葛城郡河合町池部２丁目
７番５号

http://www.houkoku.cc

10 田中内科クリニック 医療・福祉 奈良県
生駒市東菜畑１－３１０－
７

11 地鶏炭火焼　鳥八
宿泊業、飲食
サービス業

奈良県
北葛城郡王寺町王寺２丁目
３－１６

12
ヘアアンドエステ　ルー
ナ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県
奈良市学園南１－１０－１
７

13 梅乃宿酒造㈱ 製造業 奈良県 葛城市東室２７ http://umenoyado.com

14
㈱アイシスコーポレー
ション

生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県
橿原市新賀町２０１－２
ナカガワビル４F

http://impres.co.jp/isis/company.html

15 ㈱イムラ 建設業 奈良県 橿原市木原町１７７－１ http://www.imura-k.com/

16 京阪住設㈱
電気・ガス・熱
供給・水道業

奈良県
生駒市南田原町９１５番５
号

17 フェアリーヘアー
生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県
北葛城郡河合町星和台２-
３３-３

http://home.rasysa.com

18 ㈱丸秀食品 卸売業、小売業 奈良県 香芝市上中９１ http://maruhideshokuhin.com

19 KM　PAINT
サービス業（他に
分類されないも
の）

奈良県 御所市玉手１２７

20 なか井や
宿泊業、飲食
サービス業

奈良県
北葛城郡王寺町王寺２丁目
７－４ αビル1階

21 (株)広域有田 医療、福祉 和歌山県 有田郡有田川町西丹図401
22 (有)クライススズキ 卸売・小売業 和歌山県 橋本市学文路　226-5 http://www.s-arena-hashimoto.com

23 ダイワトーヨー住器(株) 卸売・小売業 和歌山県 和歌山市小倉　411-32 http://www.tmsasp.com/do/daiwa

24 和歌山ゼロックス(株) 卸売・小売業 和歌山県 和歌山市内原　1000-1 http://www.w-xerox.co.jp/

25 （医）橋本病院 医療、福祉 和歌山県 和歌山市堀止南ノ丁　4-31 http://www.naxnet.or.jp/^hasimoto/

26
トランスポートホーエイ
(株)

運輸業 和歌山県 紀の川市古和田　755-7

平成２８年３月３１日現在

※登録していただいた企業のうち、公表することを承諾していただいた企業のみ掲載しています。

※ホームページアドレスをクリックしていただくと各企業のホームページへ移動します。

「ジョブ・カード普及サポーター企業」全国ブロック別一覧

近畿ブロック（滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山）



27 ユタカ工作㈱ 建設業 和歌山県 和歌山市中之島　2287
28 ワコン(株) 製造業 和歌山県 紀の川市中井阪　361 http://www.wa-con.co.jp

29 (株)ファイブワン 卸売・小売業 和歌山県 和歌山市三葛　127-1 http://www.five-1.co.jp
30 ユタカ交通(株) 運輸業 和歌山県 和歌山市中之島　2287 http://www.yutakatransport.co.jp

31
(医）志嗣会　アメニティ
かつらぎ

医療、福祉 和歌山県
伊都郡かつらぎ町妙寺
1847-42

http://www.shitsugu.or.jp

32 (株)伊藤農園 製造業 和歌山県
有田市宮原町滝川原　498-
2

http://www.ito-noen.com

33 大芝建材(株) 建設業 和歌山県 東牟婁郡串本町西向　842 http://www.oshibakenzai.co.jp/

34 (株)しんこう技研 製造業 和歌山県
紀の川市貴志川町北
1199-3

http://www.shinkougiken.co.jp

35 (株)パナホーム和歌山 建設業 和歌山県 和歌山市中之島1518 http://www.panahome.jp/wakayama/

36 (株)メイワ 製造業 和歌山県 紀の川市長田中　345-1 http://www.w-meiwa.co.jp/

37 (株)オークワ 卸売・小売業 和歌山県 和歌山市中島　185-3 http://www.okuwa.net

38
(株)ＴＫＣ東和計算セン
ター

専門・技術サー
ビス業

和歌山県 和歌山市湊通丁北　2-13 http://www.tanakakaikei.net/

39
ＫＡＤＯＮＯ　ＥＤＵＣ
ＡＴＩＯＮＡＬ　ＧＲＯ
ＵＰ

教育、学習支援
業

和歌山県 和歌山市友田町2-145 http://www.kadonokyouiku.com

40
三木町ビジネスコンサル
タンツ(株)

サービス業（他に
分類されないも
の）

和歌山県 和歌山市三木町中ノ丁17

41
(有)ヒロコーポレーショ
ン

教育、学習支援
業

和歌山県 和歌山市友田町2-145 http://www.kadonokyouiku.com

42
職業訓練法人　キャリ
ア・アップ協会

教育、学習支援
業

和歌山県 和歌山市友田町2-145

43
(株)スタッフバンクジャ
パン

サービス業（他に
分類されないも
の）

和歌山県 和歌山市友田町2-145

44 (有)ライフサポート
サービス業（他に
分類されないも
の）

和歌山県 和歌山市友田町2-145

45 中島紙工(株) 卸売業、小売業 滋賀県 大津市大門通８番９号 http://nakajimashiko.sakura.ne.jp

46 CANSE美容院
生活関連サービ
ス・娯楽業

滋賀県 米原市宇賀野28-20 http://canse.net/

47
特定非営利活動法人ひだ
まり

医療、福祉 滋賀県 米原市一色４５８－２ http://www.hidamari-shiga.jp

48 カシロ産業（株） 製造業 滋賀県
長浜市高月町落川１９４番
地の１

http://kashiro.co.jp/

49
大塚産業クリエイツ
（株）

製造業 滋賀県 長浜市八幡中山町１番地 http://otks.jp/

50
ヨコハマタイヤ滋賀販売
(株）

卸売・小売業 滋賀県 長浜市八幡中山町３６５ http://www.yrc.co.jp/yours/g-saiyo/company/kansai/company63.html

51
株式会社GEOソリューショ
ンズ

教育、学習支援
業

兵庫県 西宮市津門大箇町2-23 http://www.geo-sol.co.jp/

52 有限会社ショウセイ建設 建設業 兵庫県 加古郡播磨町南大中3-3-15

53
株式会社ティ・オー・
シー

情報通信業 兵庫県 姫路市北条梅原町229 http://www.toc.ne.jp/

54 株式会社ＳＴＯＣ 情報通信業 兵庫県 姫路市北条梅原町229 http://www.stoc.co.jp/
55 奈良県瓦センター㈱ 製造業 奈良県 天理市桧垣町７３８番地 http://www.ckawara.co.jp

56 こころ整骨院 医療・福祉 奈良県 磯城郡田原本町２０１-１ http://www.kokoro-seikotuin.com/

57 ㈱リボンブランジェ 卸売業、小売業 奈良県
香芝市西真美１-４-６　Ｉ
ＫＫＯビル２F

http://ribbonbranje.com

58 ポカフレール
宿泊業、飲食
サービス業

奈良県
高市郡明日香村島庄５１番
地の１

59 ㈱エスアンドエス
サービス業（他に
分類されないも
の）

奈良県
奈良市二条大路南２丁目２
番３３号

http://ss-nara.jp/

60 あずやん㈱ 情報通信業 奈良県
生駒市本町７－１２　本町
ビル２０１号

http://www.azuyan.com

61 ㈱山田プラスチック工業 製造業 奈良県 磯城郡田原本町佐味１７０ http://yamadapl.sakura.ne.jp/

62 森下住設㈱
電気・ガス・熱
供給・水道業

奈良県
大和郡山市城南町５番３７
号

http://www.morisita-j.co.jp/

63 清水産業㈱ 製造業 奈良県 天理市稲葉町２７番地 http://www.itagarasu.com/shimizu/index.html

64 ㈱アーズ 製造業 奈良県 香芝市畑７丁目１０-５５ http://www.a-z.co.jp/



65 ㈲茂昇 情報通信業 奈良県
大和高田市大中南町３－４
８  大中ビル４F

66 松元加工㈱ 製造業 奈良県
磯城郡田原本町満田４３－
１

http://www.matsumoto-kakoh.co.jp/

67 関西電工㈱ 建設業 奈良県 奈良市池田町７６－１０

68
㈱ウインドーセンター奈
良

卸売業、小売業 奈良県
奈良市西九条町４丁目1番
地の１２

http://wcn593.com

69 ㈲レジオン 情報通信業 奈良県
奈良市二条大路南１丁目１
番４５号

http://e-region.jp/

70 三晃精機㈱ 製造業 奈良県
大和高田市東三倉堂町７－
１３

http://www.sanko-seiki.co.jp/

71
㈱菱富フリーズシステム
ズ

製造業 奈良県
奈良市大宮町６-３-１０
藤本ビル

http://www.proton-group.net/

72 ㈱クレコス 製造業 奈良県 奈良市神殿町５７２-１ http://www.crecos.co.jp

73 ㈱産電テクノ 卸売業、小売業 奈良県
奈良市北之庄西町１丁目５
-６

http://sunden.jp/about/

74 ㈱東栄 製造業 奈良県 奈良市石木町４６６
75 ㈱大一電化社 卸売業、小売業 奈良県 天理市田部町２８７ http://www.daiichi-mottainai.com/

76 ㈱ワイツ 建設業 奈良県 生駒郡平群町椿井32－1 http://waitsu.com/
77 ㈱奈良木建 卸売業、小売業 奈良県 奈良市八条5丁目430番地1 http://www.naramokken.co.jp/

78 サークルＫ打田豊田店 卸売業、小売業 和歌山県 紀の川市豊田　32-4
79 (有)加藤商店 製造業 和歌山県 橋本市高野口町名倉　1090
80 鈴木石油㈱ 卸売業、小売業 和歌山県 東牟婁郡串本町串本　1764 http://www.suzuki-sekiyu.co.jp

81 中国飯店 龍伯
宿泊業、飲食
サービス業

和歌山県
東牟婁郡串本町串本　42-
14

82 柏木鉄工(株) 製造業 和歌山県 和歌山市福島　８９ http://www.kashiwagi-tekko.co.jp

83 嶋本脳神経外科・内科 医療・福祉 和歌山県 和歌山市西浜　921-4
84 (有)サンエイ 卸売業、小売業 和歌山県 和歌山市西浜　1267-10

85 (有)平安堂商事
サービス業（他に
分類されないも
の）

和歌山県 和歌山市西浜　1660-473

86 (株)ニューロード
教育、学習支援
業

和歌山県 和歌山市杭の瀬　271-46

87 (株)紀和農園プロダクツ 製造業 和歌山県 和歌山市本渡　825 http://www.kiwanouen.co.jp

88
(社）すずらん会わかやま
苑

医療・福祉 和歌山県 和歌山市屋形町　1-39-2 http://wakayama-en.jp

89 (株)大和パッケージ 製造業 和歌山県 冬野　1359-3 http://www.ppdaiwa.co.jp

90 (株）中原製作所 建設業 和歌山県 和歌山市湊御殿　1-4-2 http://www.nakahara-1905.co.jp

91 アイレス電子工業(株) 製造業 和歌山県 海南市且来　840 http://www.ailes.co.jp/

92
(株)ニチイ学館　和歌山
支店

サービス業（他に
分類されないも
の）

和歌山県
和歌山市美園町　４－９０
山十ビル

http://www.nichiigakkan.co.jp

93 中野ＢＣ(株) 製造業 和歌山県 海南市藤白　758-45 http://www.nakano-group.co.jp

94 (有)アドバンス
宿泊業、飲食
サービス業

和歌山県 和歌山市元寺町 5-58

95
田中社会保険労務士事務
所

サービス業（他に
分類されないも
の）

和歌山県
和歌山市中之島　1508-2
田中ビル

http://www.tsyarousi.com

96 （株）サケネット 卸売業、小売業 滋賀県
守山市水保町１１２５番地
１

http://www.fine.gr.jp/sakenet.html

97 (株)スピードワゴン 情報通信業 滋賀県
大津市末広町２－２４日成
大津駅前ビル２Ｆ

http://speedwagon.co.jp

98
(株)ナショナルメンテナ
ンス

サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県 彦根市犬方町７９０番地 http://www.nasyomen.co.jp

99 (有）カンポ 飲食店、宿泊業 滋賀県
長浜市西浅井町菅浦５８０
番地

http://tsuzurao.com/

100 (社）尊徳会 医療、福祉 滋賀県
長浜市西浅井町大浦三位
1788-3

http://care-care.jp/hp/okubiwako/

101 (有）湖北モータース
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県
長浜市西浅井町塩津浜
1188-3

http://www.kohoku-motors.com/

102 (株）建部 建設業 滋賀県
長浜市西浅井町塩津浜１０
２２

http://www.zb.ztv.ne.jp/tatebe/



103 (株）ロハス余呉
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県
長浜市余呉町中之郷２６０
番地

http://woodypal.jp/

104 (株）三徳 製造業 滋賀県 長浜市余呉町東野583 http://www.3-toku.com/

105 ハヤミ工産（株） 製造業 滋賀県
長浜市木之本町黒田３１３
－２

http://ｗｗｗ.ｈａｙａｍｉ.ｃｏ.ｊｐ/

106 (有）ふれあいサポート 卸売・小売業 滋賀県
長浜市口分田町５２８－２
１

http://www.biwacity.com/hamazen/freespace/item/1314

107
(合）俵彦 ホテルＹｅｓ長
浜駅前店

飲食店、宿泊業 滋賀県 長浜市南呉服町９番３０号 http://www.yes-ekimae.com/index.htm

108
(社）啓朋会　長浜梅香保
育園

医療、福祉 滋賀県 長浜市三ツ矢元町17番25号 http://nagahama-baika.ed.jp/guide/guide.html

109 (有）あすかケアサービス 医療、福祉 滋賀県 長浜市大井町1236
110 ブンセン株式会社 製造業 兵庫県 たつの市新宮町新宮387 http://www.bunsen-kk.co.jp/

111
神戸オークション株式会
社

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 西宮市西宮浜2-38 http://kba.co.jp/

112 株式会社いづみや本舗 製造業 兵庫県 宝塚市宮の町10-8 http://www.1238h.com/

113 rollon couronne
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市東灘区住吉町3-10-
22　1F北側

http://rln.jp/

114 株式会社服部 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市小田井町13-25 http://hattori-bag.co.jp/

115
粉もん屋八　奈良餅飯殿
店

宿泊業、飲食
サービス業

奈良県 奈良市餅飯殿町４２－１

116 ミュージックサービス㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

奈良県 奈良市池田町７６番地の５

117 ㈱内田グループ
宿泊業、飲食
サービス業

奈良県
北葛城郡王寺町２－９－３
－１００１

118
こころやエンタ-テイメン
ト㈱

宿泊業、飲食
サービス業

奈良県 香芝市高山台２-２５-７ http://www.kokoroya.jp/

119 ㈱AKGコーポレーション 卸売業、小売業 奈良県
大和郡山市額田部北町１２
４７番地1

120 ㈱池田工業社 製造業 奈良県
宇陀市榛原荻原２４６０番
地

http://www.yamaine-ikeda.co.jp/

121
㈱スポーツシティ　アラ
キ

卸売業、小売業 奈良県 桜井市粟殿１０１５－２ http://www.sp-araki.jp/

122 辻本プラスチック工業㈱ 製造業 奈良県 天理市別所町２８５番地 http://www.tpk.co.jp/

123 谷林業㈱ 農業・林業 奈良県
北葛城郡王寺町本町２丁目
１６－３６

http://www.forestock.or.jp/

124 中川鉄骨㈱ 製造業 奈良県 橿原市十市町１０７番地

125 ㈱シャイン 卸売業、小売業 奈良県
北葛城郡王寺町畠田４－２
４２－２

http://www.shinekohgei.co.jp/

126 ㈱シャイン工芸 製造業 奈良県
北葛城郡王寺町畠田４－２
４２－２

http://www.shinekohgei.co.jp/

127 ㈱奈良内田安全硝子店
サービス業（他に
分類されないも
の）

奈良県
奈良市大安寺６丁目２番－
７号

http://www.glasspit.com/

128 テクノス㈱ 製造業 奈良県 奈良市法蓮町１９７－１ http://www.tecnos-net.co.jp/

129 ㈱コクブ 製造業 奈良県 橿原市新堂町２２２－１ http://www.kokubucorp.jp/

130
bar　ｉｐａ（バルイー
パ）

宿泊業、飲食
サービス業

奈良県
奈良市西御門町１１－１１
プライムビルＢ１Ｆ

131 ㈱池利 製造業 奈良県 桜井市茅原４１９ http://www.ikeri.co.jp
132 大和プラスチック㈱ 製造業 奈良県 大和高田市藤森２１３ http://www.yamato-plastic.co.jp/

133 福西メリヤス㈱ 製造業 奈良県
大和高田市野口１５３番地
の１

http://www.fukunishi.co.jp/

134 ㈲ＤＥＮＫＩ屋 製造業 奈良県
大和郡山市下三橋町５９８
－１

http://denkiya-nara.net/

135 大和化学工業㈱ 製造業 奈良県
北葛城郡広陵町南郷９８６
番地１

http://daiwaci.co.jp/

136 近畿電設工業(株) 建設業 和歌山県 和歌山市松江北　7-10-28 http://www.kinsetsu.com

137 (株)マルトミレンタ
副業サービス事
業

和歌山県 和歌山市井戸　189-1

138
(株)下津町体力開発セン
ター

教育、学習支援
業

和歌山県 海南市小野田　291-1

139 (有)島本化繊起毛工場 製造業 和歌山県 和歌山市鷹匠町 5-20
140 (株)進藤建設 建設業 和歌山県 和歌山市六十谷　71-6 http://www.shindo.net



141 (株)豊工業所 製造業 和歌山県 和歌山市雑賀崎　2021-9 http://www.yutakakogyosho.co.jp

142 和建技術(株)
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

和歌山県 和歌山市紀三井寺　532-2 http://www.waken-eng.com

143 (株)あかりホーム 医療・福祉 和歌山県 和歌山市砂山南　2-4-17
144 (株)タカショー 卸売業、小売業 和歌山県 海南市南赤坂　20-1 http://takasho.jp
145 (株)東洋精米機製作所 製造業 和歌山県 和歌山市黒田　12 http://www.toyoseimaiki.co.jp/

146 太陽シールパック(株) 製造業 和歌山県 和歌山市築港 4-19 http://www.taiyosealpack.co.jp

147 (有)ＭＵＲＯグループ 医療・福祉 和歌山県 和歌山市山口西　385-1
148 ウインナック(株) 製造業 和歌山県 和歌山市雑賀崎　2017-3 http://www.winnac.co.jp

149 紀陽ダイキン空調(株) 卸売業、小売業 和歌山県 和歌山市西浜　803-17 http://vaz.daikinaircon.com/kiyou/

150 (株)松谷仏具店 製造業 和歌山県 橋本市妻　2-2-35 http://www.ma2tani.co.jp/

151 (株)河尻 建設業 和歌山県 和歌山市下三毛　548-1

152 ユニプロテック(有) 製造業 和歌山県
紀の川市貴志川町北　305-
3

153 東洋検査工業(株)
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

和歌山県 和歌山市岩橋　564-1 http://www.3.ocn.ne.jp/^to-ken/

154 (株)トラビス
その他のサービ
ス業

大阪府
大阪市中央区瓦町１－５－
１－７０２

http://trunk-bs.com

155 滋賀製パン(株) 製造業 滋賀県 大津市和邇今宿７８３－３

156 (株)田中設備工業所 建設業 滋賀県
大津市南滋賀２丁目２１－
８

http://www5.ocn.ne.jp/~tanaka.s/

157 (株)千紀園 卸売業、小売業 滋賀県 草津市上笠２丁目１１－８ http://www.senkien.jp/
158 ヘンリーイン 飲食店、宿泊業 滋賀県 長浜市地福寺町１６６ http://henry-inn.com/

159
（株）Ｈｅａｒ－Ｂａｒ
ｒｅ

生活関連サービ
ス・娯楽業

滋賀県 長浜市八幡東町１９３

160
Ｌｕｃｉｄｏ　Ｓｔｙｌ
ｅ　Ｂａｒｒｅｔｔａ

生活関連サービ
ス・娯楽業

滋賀県 長浜市八幡東町１９３ http://ls-barretta.com/index.html

161
株式会社ＪＭＵアムテッ
ク

製造業 兵庫県 相生市相生5292番地 http://www.ihi.co.jp/amtec/

162
ジェイ・ロジスティック
サービス株式会社

運輸業 兵庫県
神戸市東灘区向洋町中6-9
神戸ﾌｧｯｼｮﾝﾏｰﾄ4Ｃ-02

http://www.j-logi.co.jp

163 株式会社夢パソ
教育、学習支援
業

兵庫県
明石市小久保2-2-6　駅前
ビル2　3F

http://yumepaso.com

164 有限会社スマイル
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市中央区元町通6-7-6
茶本ビル2階

http://www.smilekobe.com

165
株式会社アージュ・ブラ
ン

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 神戸市兵庫区佐比江町12-2 http://age-blanc.jp

166 有限会社コスモサービス 医療、福祉 兵庫県
神戸市須磨区妙法寺字地子
田1035-2

http://suma-cosmo.com/

167 ウェルフェア株式会社 医療、福祉 兵庫県
神戸市垂水区本多聞2-12-
30-203

168 株式会社アイワ
サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県 高砂市荒井町小松原2-1-34 http://aiwa-web.com

169 昭和精機株式会社 製造業 兵庫県 神戸市西区高塚台6-19-13 http://www.showa-seiki.co.jp

170
有限会社エフ・ティ・エ
ム

製造業 兵庫県 神戸市西区高塚台6-19-13 http://www.showa-seiki.co.jp

171
有限会社エム・アンド・
イー・サイエンティ
フィック

製造業 兵庫県 神戸市西区高塚台6-19-13 http://www.showa-seiki.co.jp

172 株式会社アイメック 情報通信業 兵庫県 神戸市中央区江戸町98-1 http://www.aimek.co.jp
173 株式会社リアル 製造業 兵庫県 神戸市兵庫区御所通1-3-18

174
株式会社トムコリフォー
ム事業部

建設業 兵庫県
神戸市中央区東川崎町7-1-
14

http://tomuko-reform.co.jp

175
兵庫開発株式会社　（有
馬ロイヤルゴルフクラ
ブ）

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 神戸市北区淡河町北畑571 http://www.arima-royal.com

176 株式会社城内製作所 製造業 兵庫県 尼崎市名神町1-5-21 http://www.jonai.co.jp
177 株式会社銀ビルストアー 卸売・小売業 兵庫県 姫路市南町31 http://www.ginbiru-store.co.jp

178 株式会社ヤマハ藤田 卸売・小売業 兵庫県 姫路市本町155 http://www.seasea.jp

179 有限会社キッズ
教育、学習支援
業

兵庫県
伊丹市西台1-3-3　伊丹ｻﾝﾊ
ｲﾂ202

http://www.kidsjapan.com



180 幸愛化学株式会社 製造業 兵庫県
神戸市中央区港島南町5-2-
8

http://www.kouai.co.jp

181
株式会社都商事ホール
ディングス

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市中央区三宮町1-9-1
ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ東館7階

http://www.miyako-group.com

182 株式会社プラスエム
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市中央区三宮町1-9-1
ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ東館7階

http://www.miyako-group.com

183 株式会社プレブル
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市中央区三宮町1-9-1
ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ東館7階

http://www.miyako-group.com

184 株式会社誠和管財
サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県 尼崎市東難波町4-11-33

185 株式会社ＳＯＲＡ
教育、学習支援
業

兵庫県
神戸市中央区八幡通3-2-5
Ｉ・Ｎ東洋ﾋﾞﾙ4Ｆ

http://www.sora.co.jp

186 マサニ電気株式会社 卸売・小売業 兵庫県
神戸市中央区元町通1-6-12
元町ｽﾀｰﾋﾞﾙ3Ｆ

http://www.masanidenki.com

187
株式会社ベルコ神戸支社
中央支部代理店

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市中央区旭通5-1-11
ｾﾚﾓﾆｰﾎｰﾙ三宮7階

188
アイ日本総合ビジネス学
院有限会社

教育、学習支援
業

兵庫県
神戸市中央区江戸町95　井
門神戸ﾋﾞﾙ9階

http://www.a-its.co.jp/

189
株式会社チャイルドハー
ト

医療、福祉 兵庫県 神戸市西区今寺3-22 http://www.child-heart.com

190
プラスワンケアサポート
株式会社

医療、福祉 兵庫県
川西市栄町25-1　ｱｽﾃ川西5
階

http://www.plusone-group.co.jp

191
株式会社日本ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｰﾀｰ
ﾌﾟﾛｾｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

情報通信業 兵庫県 神戸市中央区伊藤町119 http://www.nihon-data.jp

192 有限会社アバン
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 神崎郡福崎町南田原3134-1 http://www.avan-family.co.jp

193 中嶋石油株式会社 卸売・小売業 兵庫県 神戸市西区福吉台2-10-6 http://www.nac-nakajima.co.jp

194
株式会社グローイングコ
ンセプション

卸売・小売業 兵庫県
神戸市中央区花隈町17-27-
102

http://www.g-conception.net

195 株式会社DATA　KIT 情報通信業 兵庫県
神戸市中央区東町113-1
大神ﾋﾞﾙ504

http://www.datakit.co.jp

196 カギの110番株式会社 卸売・小売業 兵庫県 姫路市市川橋通2-49-2 http://www.kagino110ban.co.jp/

197 株式会社ジパング 卸売・小売業 兵庫県
神戸市中央区港島南町4-6-
4

http://www.curtain-do.com

198 有限会社関西
サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県
神戸市東灘区向洋町中1-6-
42

http://www.hime-japan.com

199
菱華石油サービス株式会
社

卸売・小売業 兵庫県 神戸市長田区長楽町7-1-26 http://www.ryoka-sekiyu.co.jp

200
有限会社サイドワンフー
ドサービス

飲食店、宿泊業 兵庫県 西脇市和田町253 http://www.kenji.co.jp/

201
株式会社けんじフード
サービス

飲食店、宿泊業 兵庫県 西脇市和田町253 http://www.kenji.co.jp/

202
株式会社国際興業大阪
神戸支店

運輸業 兵庫県 神戸市中央区港島3-7-2 http://www.kkg-osaka.jp/

203 横田美装株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県 西宮市甲子園口3-18-23 http://www.yokota-biso.com

204
一般社団法人　スキップ
ホーム

医療、福祉 兵庫県 尼崎市南武庫之荘10-5-23

205
株式会社Mars
international

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 宝塚市旭町2-6-21

206 株式会社伝心望 飲食店、宿泊業 兵庫県 姫路市久保町58 http://www.curry-nabe.com

207 前川建設株式会社 建設業 兵庫県 加古川市野口町良野1506 http://www.maekawa-jp.com

208 株式会社テレックス関西 卸売・小売業 兵庫県
神戸市中央区雲井町4-2-2
ﾏｰｸﾗｰ神戸ﾋﾞﾙ4Ｆ

http://www.telex.co.jp

209 株式会社中橋製作所 製造業 兵庫県 三木市別所町高木20 http://www.ns-co.com

210
㈳明倫福祉会　介護老人
福祉施設　ぽー愛

医療、福祉 兵庫県 神戸市中央区港島中町5-2 http://www.meirinfukushi.or.jp

211 グッドピープル株式会社 飲食店、宿泊業 兵庫県 洲本市宇山1-4-56 http://www.good-people.co.jp

212 日笠工業株式会社 製造業 兵庫県 神戸市灘区大石南町3-3-1 http://www.higasa.co.jp

213
株式会社ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ・ｱﾗｲ
ｱﾝｽ

製造業 兵庫県
神戸市兵庫区和田山通1-2-
25　神戸市ものづくり復興
工場Ｄ棟307号

http://www.incu-alliance.co.jp/



214
株式会社エイブル・ス
タッフ

サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県
神戸市中央区下山手通3-
10-4

http://www.able-staff.co.jp

215 株式会社極東ブレイン
サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県
芦屋市茶屋之町2-21　ﾒｲ
ﾋﾟｰｽ芦屋303

http://www.fe-brain.com

216 株式会社フジデジタル
サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県 神戸市兵庫区上庄通2-4-27 http://www.fujidigital.co.jp

217 安西工業株式会社 建設業 兵庫県 神戸市西区上新地3-3-1 http://www.anzaikogyo.com

218 夙川防災株式会社 建設業 兵庫県 西宮市寿町5-34-302

219 富士ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ販売株式会社 情報通信業 兵庫県
加古川市加古川町稲屋790-
1

http://fujicomp.co.jp

220
社会保険労務士事務所
経営管理ｾﾝﾀｰ

サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県
神戸市中央区元町通6-7-10
6Ｆ

http://www.kanri-center.jp

221
株式会社ルーチェスタイ
ル

教育、学習支援
業

兵庫県 神戸市中央区八幡通3-2-5 http://www.lucestyle.jp

222
株式会社プランツキュー
ブ

教育、学習支援
業

兵庫県 西宮市池田町10-22-603 http://homepage3.nifty.com/plants-cube/index.htm

223 ITブリッジ株式会社 情報通信業 兵庫県
神戸市中央区海岸通3-1-1
ＫＣＣビル4Ｆ

http://www.it-bridge.co.jp

224 山陽タクシー株式会社 運輸業 兵庫県
神戸市垂水区東垂水町字流
田710番地

http://sanyo-taxi.jp/

225 飛鳥電子株式会社
教育、学習支援
業

兵庫県
神戸市北区藤原台中町2-4-
7

http://www.asukaele.co.jp

226 株式会社サザエ食品 卸売・小売業 兵庫県 西宮市上大市4-17-18 http://sazae-shokuhin.com/index.html

227 株式会社ﾌﾚｯﾂｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 卸売・小売業 兵庫県 神戸市兵庫区水木通6-4-14 http://www.flets2001.com/

228 三相電機株式会社 製造業 兵庫県 姫路市青山北1-1-1 http://www.sanso-elec.co.jp

229 伊丹産業株式会社 卸売・小売業 兵庫県 伊丹市中央5-5-10 http://www.itami-grp.co.jp/

230
伊丹ダイキン空調株式会
社

建設業 兵庫県 伊丹市北本町1-1 http://www.itamidaikin.co.jp

231 但馬屋食品株式会社 製造業 兵庫県 伊丹市池尻7-139 http://tajimaya-foods.co.jp

232
株式会社ＴＴＮコーポ
レーション

製造業 兵庫県 伊丹市北伊丹9-80-3 http://www.ttn-corporation.net

233
ハードグラス工業株式会
社

製造業 兵庫県 伊丹市北伊丹7-79 http://www.hardglass.co.jp

234 株式会社フジコー 製造業 兵庫県 伊丹市行基町1-5 http://www.fujico-jp.com

235 富士インキ工業株式会社 製造業 兵庫県 伊丹市北伊丹2-134 http://www.fujiink.co.jp

236 株式会社ミツワ
電気・ガス・熱
供給・水道業

兵庫県 川西市久代2-2-1 http://www.mitsuwa-gr.co.jp

237 株式会社小倉屋柳本 製造業 兵庫県
神戸市東灘区御影塚町4-9-
21

http://www.maruyanagi.co.jp/

238 川崎重工業株式会社 製造業 兵庫県
神戸市中央区東川崎町1-1-
3

http://www.khi.co.jp

239 角南商事株式会社 卸売・小売業 兵庫県
神戸市中央区御幸通6-1-12
三宮ﾋﾞﾙ東館8階

http://www.sunami.co.jp

240 株式会社川嶋建設 建設業 兵庫県 豊岡市寿町11-35 http://www.kawashima.gr.jp

241 豊岡自動車教習所
サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県 豊岡市日撫312 http://www.toyooka-ds.com

242 株式会社西村風晃園 建設業 兵庫県 豊岡市九日市上町846-1 http://fuukouen.com
243 マリヤ医科興業株式会社 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市寿町10-10
244 株式会社ユラク 飲食店、宿泊業 兵庫県 豊岡市中陰639
245 株式会社木和田正昭商店 製造業 兵庫県 豊岡市九日市上町817-22 http://www.kabanya.co.jp

246 株式会社司興業 建設業 兵庫県 宝塚市美座2-15-15 http://www.tukasa-kougyou.co.jp

247
株式会社セントラルサク
セス

専門・技術サー
ビス業

兵庫県
姫路市元塩町119　セント
ラル姫路ビル

http://www.centralsuccess.jp/

248 ｾﾝﾄﾗﾙﾏｲｸﾛﾒｰｼｮﾝ株式会社 製造業 兵庫県 姫路市元塩町119 http://www.centralmicro.co.jp

249 有限会社山下製作所 製造業 兵庫県 加古川市尾上町養田1528-7
250 株式会社阪神工作所 製造業 兵庫県 神戸市西区見津が丘2-1-6

251 株式会社シーナ 医療、福祉 兵庫県
神戸市兵庫区大開通5丁目
2-22　シーナ神戸大開ビル

http://www.cina.co.jp/

252 株式会社デジホン兵庫 情報通信業 兵庫県 加古川市尾上町今福462-1 http://www.digiphone-net.com

253 株式会社豊和 製造業 兵庫県 尼崎市猪名寺2-21-32 http://www.kk-howa.co.jp



254 株式会社大月真珠 製造業 兵庫県
神戸市中央区港島中町6-4-
1

http://www.otsuki-pearl.co.jp

255 株式会社ユーアイ 医療、福祉 兵庫県 明石市鳥羽1746 http://www.familycare-yuai.com

256
株式会社アトラステクノ
サービス

卸売・小売業 兵庫県
神戸市西区神出町広谷407-
2

http://www.atlasts.co.jp

257 バンドー化学株式会社 製造業 兵庫県
神戸市中央区港島南町4-6-
6

http://www.bando.co.jp

258
有限会社ルイコレクショ
ン

卸売・小売業 兵庫県 西宮市樋之池町12-15 http://www.wristwatch.co.jp/

259 土山産業株式会社 製造業 兵庫県 加古川市西神吉町岸281-6 http://www.kobe-ipc.or.jp/jdb/detail.asp?id=384

260 株式会社Ｌｉｎ 卸売・小売業 兵庫県
神戸市中央区三宮町２丁目
11-1　センタープラザ西館
6Ｆ609

http://www.lin.co.jp/

261 株式会社ラフト 卸売・小売業 兵庫県
神戸市須磨区古川町1丁目3
番16号

http://www.rafuto.co.jp/index.html

262
株式会社エッチアイティ
オー

専門・技術サー
ビス業

兵庫県
神戸市中央区明石町32番地
明海ビル7Ｆ

http://www.hitoo.jp

263 株式会社イナハラ 卸売・小売業 兵庫県 神戸市中央区磯上通4-1-26 http://www.inahara.co.jp

264 菱三印刷株式会社 製造業 兵庫県 神戸市兵庫区大開通2-2-11 http://www.ryosanprt.co.jp/

265
有限会社マリノプロジェ
クト

製造業 兵庫県
神戸市西区平野町印路六塚
１２００番地

http://www.e-marino.com/

266 株式会社ＢＡＮＺＡＩ
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 三田市南が丘1-23-8

267 FNS株式会社 製造業 兵庫県
神戸市西区伊川谷町有瀬
1580-6

http://www.fns-inc.co.jp/

268 株式会社村元工作所 製造業 兵庫県 神戸市西区高塚台3-1-56 http://www.muramoto.com

269 青木鉄工株式会社 製造業 兵庫県 相生市相生4丁目15-21 http://www.aoki-sf.co.jp

270 神戸洗管工業株式会社 建設業 兵庫県 神戸市兵庫区下沢通8-1-22 http://www.kobe-senkan.co.jp

271
株式会社クラフト・ワー
クス

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 西宮市高松町21-9 http://www.craft-works.org

272 有限会社ザ・ガード
サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県 姫路市上手野320-8 http://www.the-guard.lan-i.com/

273
株式会社ジェイアンド
ケー

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
姫路市本町68　Ｊ＆Ｋビル
3Ｆ

http://www.jandk.co.jp/index.html

274 株式会社竹内工業所 建設業 兵庫県 尼崎市西本町2-5 http://www.k-t-k.com

275 株式会社アシックス 製造業 兵庫県
神戸市中央区港島中町7-1-
1

http://www.asics.co.jp/

276 モリス株式会社 卸売・小売業 兵庫県 高砂市米田町島83-1 http://www.moris.co.jp
277 株式会社ハイテクノ 製造業 兵庫県 神戸市西区北別府1-1247-2 http://hi-techno.co.jp/

278
NPO法人　神戸ベイビーカ
フェ

専門・技術サー
ビス業

兵庫県
神戸市灘区篠原北町4-15-
17

http://kobe-babycafe.net

279 船曳歯科医院 医療、福祉 兵庫県
神戸市中央区元町通2-4-13
ｻﾝｱﾎﾟﾛﾋﾞﾙ3階

http://www.funabiki-d.com

280 株式会社Ｆｒｅｅｄｏｍ 医療、福祉 兵庫県
神戸市長田区日吉町2-1-2
ｱｽﾀﾋﾟｱ新長田公園通り106

281 株式会社ユニ介護 医療、福祉 兵庫県 神戸市兵庫区駅前通4-1-32 http://www.unikaigo.jp
282 辰馬本家酒造株式会社 製造業 兵庫県 西宮市建石町2-10 http://www.hakushika.co.jp

283 株式会社白川工芸社 建設業 兵庫県
神戸市須磨区白川台4-27-
20

https://sites.google.com/site/shirakawakougeisha/

284 有限会社なひた 卸売・小売業 兵庫県
明石市東野町2087-1　サン
ビルダー朝霧1階

http://nahita.co.jp/

285
株式会社アイ・ジー・エ
ム（ぜんカントリークラ
ブ）

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 加東市平木1310 http://www.zencc.com

286 大和実業株式会社 卸売・小売業 兵庫県
神戸市中央区京町七九日本
ビル

http://www.daiwa-trading.com

287 株式会社ＵＮＩＴＹ
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 芦屋市春日町23-8-102 http://www.unity-ism.com

288 株式会社ＥＴＥＲＮＡＬ 金融・保険業 兵庫県 神戸市中央区磯辺通3-2-17 http://e-fca.jp
289 そよかぜ薬局　加古川店 医療、福祉 兵庫県 加古川市米田町平津392-58 http://www.myph.jp/soyokaze/

290 神戸衡機株式会社 製造業 兵庫県 神戸市中央区楠町1-10-1 http://www.kobekoki.co.jp

291 中野プランツ株式会社 建設業 兵庫県 高砂市荒井町新浜2-10-24 http://www.pam-nakano.co.jp

292 大木産業株式会社 卸売・小売業 兵庫県 赤穂市北野中11 http://sangyo.ooki-g.com/



293 株式会社神乾 卸売・小売業 兵庫県 神戸市兵庫区築地町3番72
294 株式会社千石 製造業 兵庫県 加西市別所町395 http://www.sengokujp.co.jp

295 兵庫県洲本自動車教習所
教育、学習支援
業

兵庫県 洲本市塩屋2-1-57 http://www.sumoto-ds.jp/

296 有限会社モンレーブみさ
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 神戸市中央区元町通3-9-23 http://monrevemisa.jp

297
ディーエムハウス株式会
社

建設業 兵庫県
洲本市安手町平安浦1864-
10

http://www.dmhouse.co.jp/

298 株式会社エアシス 建設業 兵庫県 神戸市西区前開南町2-14-9 http://www.airsys.co.jp/

299 有限会社いきいき 医療、福祉 兵庫県 洲本市塩屋1-1-17
300 株式会社医科歯科技研 医療、福祉 兵庫県 神戸市西区南別府1-8-1 http://www.ikashika.co.jp

301
阪神測建株式会社　淡路
支店

専門・技術サー
ビス業

兵庫県 洲本市宇原652番地の1 http://hanshinsokken.com

302 株式会社ポート 運輸業 兵庫県
神戸市長田区苅藻島町3-5-
24

http://www.kobe-port.co.jp

303 株式会社港都 運輸業 兵庫県
神戸市長田区苅藻島町3-5-
24

http://www.kobe-port.co.jp

304 株式会社アワジ建機
サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県 南あわじ市山添289-1 http://www.awajikenki.co.jp/

305
株式会社洲本整備機製作
所

製造業 兵庫県 洲本市宇山1-4-6 http://www1.sumoto.gr.jp/washer/

306 有限会社うづ志ほ名産店 卸売・小売業 兵庫県 洲本市本町1-4-1 http://www.awaji-is.or.jp/uomasu/uzusiho.html

307 全淡クレーン株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県 洲本市塩屋2-1-12

308
活魚料理　きた八
 (有限会社　活魚料理き
た八）

飲食店、宿泊業 兵庫県 洲本市海岸通2-4-34 http://r.gnavi.co.jp/444kftg60000/

309 有限会社フリッシュ 不動産業 兵庫県 南あわじ市市三條670-1 http://frisch.sub.jp
310 株式会社かいげつ 飲食店、宿泊業 兵庫県 洲本市海岸通1-3-11 http://www.kaigetsu.jp/
311 有限会社淡路ビーフ入潮 卸売・小売業 兵庫県 洲本市下加茂1-1-57

312
税理士法人　河田タック
スマネジメント

専門・技術サー
ビス業

兵庫県 芦屋市公光町10-21 http://www.tkcnｆ.com/kawata-kaikei

313 ななほし動物病院
専門・技術サー
ビス業

兵庫県 洲本市桑間544-6 http://homepage2.nifty.com/nanahoshi2639/

314 安福ゴム工業株式会社 製造業 兵庫県 神戸市西区福吉台1-1-1 http://www.yasufuku.co.jp/

315 株式会社サカイハラ 卸売・小売業 兵庫県 洲本市桑間417-4 http://sakaihara.co.jp
316 共栄印刷株式会社 製造業 兵庫県 神戸市中央区花隈町22-6 http://www.kyoeiprinting.jp

317 梶原工業株式会社 製造業 兵庫県 洲本市下加茂232-1
318 原田建設株式会社 建設業 兵庫県 洲本市五色町都志173-1 http://www.harada-kensetsu.com/

319 淡路土建株式会社 建設業 兵庫県 洲本市桑間706 http://www.awaji-doken.co.jp

320
特定非営利活動法人 アス
ロン

教育、学習支援
業

兵庫県 芦屋市楠町11-17 http://www.athlon.jp/

321 有限会社三共酸素商会 製造業 兵庫県 洲本市下内膳138

322 株式会社アシストワン
教育、学習支援
業

兵庫県 加古川市八幡町野村693-3 http://www.assist1.com

323
株式会社ホテルニューア
ワジ

飲食店、宿泊業 兵庫県 洲本市小路谷20 http://www.newawaji.com

324 三ツ星貿易株式会社 卸売・小売業 兵庫県 神戸市中央区東町113 http://www.mitsuboshi-boeki.co.jp

325 株式会社三共運輸 運輸業 兵庫県 南あわじ市市善光寺25-5 http://www.sankyo-bus.jp/

326 高見商運株式会社 運輸業 兵庫県 南あわじ市中条中筋1721-1
327 石原ケミカル株式会社 製造業 兵庫県 神戸市兵庫区西柳原町5-26 http://www.unicon.co.jp/

328 有限会社サフラン 医療、福祉 兵庫県 西宮市高松町17-2 http://www.ab.auone-net.jp/~saffron/

329 明興産業株式会社 製造業 兵庫県 神戸市長田区苅藻通1-3-1 http://www.meikos.co.jp

330 住友ゴム工業株式会社 製造業 兵庫県 神戸市中央区脇浜町3-6-9 http://www.srigroup.co.jp/

331
株式会社リブズ・あいケ
アセンター

医療、福祉 兵庫県 西宮市若草町2-10-13 http://www.lives-ltd.jp

332 三ツ星ベルト株式会社 製造業 兵庫県 神戸市長田区浜添通4-1-21 http://www.mitsuboshi.co.jp

333 淡路平和不動産株式会社 不動産業 兵庫県 洲本市本町7-3-43 http://www.awajiheiwa.co.jp

334 株式会社神戸工業試験場
専門・技術サー
ビス業

兵庫県 加古郡播磨町新島47-13 http://www.kmtl.co.jp

335 神戸電鉄株式会社 運輸業 兵庫県 神戸市兵庫区新開地1-3-24 http://www.shintetsu.co.jp

336 株式会社みなと銀行 金融・保険業 兵庫県 神戸市中央区三宮町2-1-1 http://www.minatobk.co.jp



337
株式会社コベルコパーソ
ネル

サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県
神戸市中央区江戸町95　井
門神戸ビル

http://www.kobelcopersonnel.co.jp

338 ハニー化成株式会社 製造業 兵庫県 神戸市長田区日吉町3-1-33 http://www.honny.co.jp
339 日本香料薬品株式会社 製造業 兵庫県 神戸市中央区脇浜町3-3-2 http://www.nky-kk.co.jp

340 株式会社神戸クルーザー 運輸業 兵庫県
神戸市中央区東川崎町1-6-
1

http://www.kobeconcerto.com

341 株式会社ノザワ 製造業 兵庫県 神戸市中央区浪花町15 http://www.nozawa-kobe.co.jp

342 株式会社神戸製鋼所 製造業 兵庫県
神戸市中央区脇浜海岸通2-
2-4

http://www.kobelco.co.jp

343 神戸ビル管理株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県 神戸市中央区浪花町15番地 http://www.kobe-birukan.co.jp

344 三神工業株式会社 建設業 兵庫県 神戸市中央区磯辺通2-1-11 http://www.sanshinkogyo.com

345 富永貿易株式会社 卸売・小売業 兵庫県 神戸市中央区御幸通5-1-21 http://www.tominaga.co.jp/

346 松栄丸運輸株式会社 運輸業 兵庫県 南あわじ市阿万西町308-1

347 納水産株式会社 漁業 兵庫県
南あわじ市福良丙28番地の
29

348 石光商事株式会社 卸売・小売業 兵庫県 神戸市灘区岩屋南町4-40 http://www.ishimitsu.co.jp

349 兵庫信用金庫 金融・保険業 兵庫県 姫路市北条口3-27 http://www.shinkin.co.jp/hyoshin

350 今津建設株式会社 建設業 兵庫県
神戸市兵庫区吉田町2-27-
10

http://www.imazu.co.jp

351 神栄株式会社 卸売・小売業 兵庫県
神戸市中央区京町77番地の
1

http://www.shinyei.co.jp/

352
ハリマ紙器印刷工業株式
会社

製造業 兵庫県 加西市繁昌町2428番地 http://www.harimashiki.co.jp

353 株式会社サンキョウ物流 運輸業 兵庫県 南あわじ市市善光寺25-5

354 三栄物産株式会社 卸売・小売業 兵庫県
南あわじ市神代国衙1300番
地

355 株式会社志光 医療、福祉 兵庫県 宝塚市南口1-10-29

356
光コミュニケーションズ
株式会社

情報通信業 兵庫県
神戸市中央区播磨町49　神
戸旧居留地平和ﾋﾞﾙ5Ｆ

http://optcom.jp

357 寄神建設株式会社 建設業 兵庫県 神戸市兵庫区七宮町2-1-1 http://www.yorigami.co.jp

358 小林電工株式会社 卸売・小売業 兵庫県 姫路市東今宿3-10-17 http://www.k-denko.co.jp

359 山陽電気鉄道株式会社 運輸業 兵庫県
神戸市長田区御屋敷通3-1-
1

http://www.sanyo-railway.co.jp/

360 株式会社千代田精機 製造業 兵庫県
神戸市長田区東尻池町7-9-
21

http://www.chiyoda-seiki.co.jp

361 富士通テン株式会社 製造業 兵庫県 神戸市兵庫区御所通1-2-28 http://www.fujitsu-ten.co.jp

362 株式会社大木工務店 建設業 兵庫県
神戸市中央区下山手通3-2-
13

http://www.ohkikomuten.jp/

363 東洋ナッツ食品株式会社 製造業 兵庫県
神戸市東灘区深江浜町30番
地

http://www.toyonut.co.jp

364
一般社団法人エイビーエ
ス

医療、福祉 兵庫県 小野市市場町57-1

365 西淡鉄工株式会社 製造業 兵庫県 南あわじ市湊125-1

366 株式会社藤井
電気・ガス・熱
供給・水道業

兵庫県
南あわじ市広田広田369番
地の3

367 阿原清史税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

兵庫県 神戸市中央区磯上通8-3-10

368 株式会社上田自動車
サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県
南あわじ市中条中筋中瀬
1651番地

369 株式会社大塚ユニホーム 卸売・小売業 兵庫県 神戸市須磨区弥栄台3-3-6

370 有限会社ヒカリ扇 製造業 兵庫県
明石市藤江字三ツ池2029-1
明石市公設地方卸売市場内

http://www.hikari-ohgi.co.jp

371 株式会社寺内鉄工所 製造業 兵庫県
神戸市長田区東尻池町6-3-
3

372
株式会社ティズコーポ
レーション

医療、福祉 兵庫県
芦屋市大原町28-1　パル
ティ芦屋2Ｆ

http://tiztiz.jp

373
水岩ファッションサービ
ス株式会社

サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県
神戸市西区伊川谷町潤和
807-1

http://www.mizuiwa.co.jp

374 大阪神戸冷食株式会社 卸売・小売業 兵庫県
神戸市兵庫区中之島1-1-5
4Ｆ



375
株式会社明屋ネットワー
ク

情報通信業 兵庫県
神戸市北区有野町有野3410
番地2号

http://www.akasiya-network.co.jp

376
白星社クリーニング株式
会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 神戸市灘区琵琶町3-1-17 http://www.hakuseisha.com

377 株式会社キド 製造業 兵庫県 洲本市納201 http://www.kido-corp.com

378
株式会社シー・アール・
プランニング

専門・技術サー
ビス業

兵庫県
明石市大久保町西島129番
地

http://www.crplan.com

379 株式会社リーライズ 卸売・小売業 兵庫県
神戸市中央区東雲通1-7-6
藤マンション101

http://www.pc-p-pal.com

380
有限会社パール訪問看護
センター

医療、福祉 兵庫県
神戸市垂水区本多聞2-33-
18

http://pearl-kobe.jimdo.com/

381
服部テキスタイル株式会
社

製造業 兵庫県 多可郡多可町中区中村町90 http://www.hatly.co.jp

382
株式会社西宮水槽サービ
ス

専門・技術サー
ビス業

兵庫県 西宮市東町1-3-14

383 株式会社辻一平商店 卸売・小売業 兵庫県 姫路市白銀町43 http://www.tsujiippei.jp

384 小田安全硝子株式会社
専門・技術サー
ビス業

兵庫県 姫路市京町1-62 http://www.odasg.co.jp

385 有限会社ムース
専門・技術サー
ビス業

兵庫県
神戸市中央区東町116-1-4
Ｆ

http://www.mooth.jp

386 株式会社吉田組 建設業 兵庫県 姫路市広畑区正門通3-6-2 http://www.yoshida-gumi.co.jp

387 株式会社ミルクマン 卸売・小売業 兵庫県 西脇市上野23 http://www.milkman.co.jp

388 株式会社タイチク 製造業 兵庫県 伊丹市岩屋2-1-17 http://www.taichiku.co.jp

389 大王電機株式会社 製造業 兵庫県 伊丹市北伊丹9-80-1 http://www.daioh-denki.co.jp

390 ハッピーライフ株式会社 医療、福祉 兵庫県
神戸市東灘区御影中町1-
14-10-2Ｆ

391 日空工業株式会社 製造業 兵庫県 伊丹市東有岡2-25 http://www.nicum.co.jp/

392
社会福祉法人日の出福祉
会

医療、福祉 兵庫県 加古郡稲美町国安1256番地 http://www.hinode-wf.com

393 株式会社Ｑｕｅｓｔｅｒ 建設業 兵庫県
神戸市須磨区道正台1-1-1-
801

http://quester.co.jp

394 株式会社ＨＢＨ
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 高砂市米田町塩市435-1 http://hbhlove.com

395 オザワ繊維株式会社 卸売・小売業 兵庫県 西脇市堀町400番地の5 http://www.ozn.co.jp/
396 みき接骨院 医療、福祉 兵庫県 姫路市飾磨区城南町1-56-1 http://www.miki-sml.com

397 株式会社エクセレント
専門・技術サー
ビス業

兵庫県 尼崎市塚口本町3-7-20

398 永安武税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

兵庫県 尼崎市武庫之荘西2-42-11

399
株式会社ファイブ・ス
ター

製造業 兵庫県
神戸市中央区八幡通3-1-9-
1402

http://www.queensway.co.jp

400 株式会社プレスティージ 卸売・小売業 兵庫県 芦屋市茶屋之町1-5 http://www.starryeye.com

401
株式会社アローフィール
ド

サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県 西宮市甲陽園本庄町5-16 http://www.arrowfield.co.jp

402 株式会社有延商店 卸売・小売業 兵庫県 多可郡多可町中区茂利330

403 峯松法律事務所
専門・技術サー
ビス業

兵庫県
西宮市甲風園1-10-1　サテ
ライトビルⅡ4階

http://www.minematsu-law.jp

404 あさひ保育園 医療、福祉 兵庫県
神戸市西区桜が丘東町1-3-
1

http://www.hoiku-kobe.or.jp/asahi

405
ポールスター工業株式会
社

製造業 兵庫県 神戸市兵庫区高松町12-14 http://www.polestar.ne.jp

406 有限会社ウィズ・アップ 建設業 兵庫県 尼崎市武庫の里2-28-6 http://www.with-up.jp/

407 有限会社コニシステム
専門・技術サー
ビス業

兵庫県 芦屋市楠町4-12-2F http://www.konisystem.com

408 株式会社ＴＩＳ 金融・保険業 兵庫県
神戸市長田区腕塚町7-7-8
ＧＷ腕塚ﾋﾞﾙ2Ｆ

409
株式会社ケイアイ・テッ
ク

製造業 兵庫県 神戸市西区見津が丘2-4-4 http://www.ki-tec.net/

410 ns cute
専門・技術サー
ビス業

兵庫県
加古川市加古川町北在家
758-3　橋本ビル3Ｆ

411 淡路麺業株式会社 製造業 兵庫県 淡路市志筑65-1 http://www.namapasta.net/

412
有限会社リツメンテナン
ス

サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県 尼崎市大島2-7-10



413 有限会社創報堂
専門・技術サー
ビス業

兵庫県 姫路市下寺町129　Nビル2F http://www.souhoudou.jp

414 有限会社銀水荘 飲食店、宿泊業 兵庫県 神戸市北区有馬町199-10 http://choraku.com/
415 播磨薬品株式会社 卸売・小売業 兵庫県 加古川市尾上町養田1575 http://harima-yakuhin.co.jp/

416 株式会社トップ企画
サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県 神戸市東灘区本庄町2-3-7 http://www.toilet-coating.com/

417 Re&Do株式会社 製造業 兵庫県
神戸市北区山田町小部北ノ
谷62

http://www.reando.jp

418 株式会社共栄 製造業 兵庫県 三田市大原1-9 http://www.rakuten.co.jp/kyoei5555/index.html

419 株式会社エイユツール 建設業 兵庫県 神戸市西区北別府2-15-3 http://www.autool.co.jp
420 エアグランデ株式会社 情報通信業 兵庫県 尼崎市南武庫之荘3-25-10 http://eagrande.co.jp
421 安井整骨院 医療、福祉 兵庫県 宝塚市逆瀬台1-7-1-110 http://yasuiseikotsuin.com

422
北伊丹ダイハツ販売株式
会社

卸売・小売業 兵庫県 伊丹市広畑2-16 http://k-i-daihatsu.com/

423 株式会社アドアド工房 卸売・小売業 兵庫県 西宮市松原町5-24

424 大阪修縫株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 宝塚市湯本町1-23 http://www.retouche.co.jp

425 株式会社山地整骨院 医療、福祉 兵庫県 姫路市増位新町1-24 http://www.yamaziseikotsu.com

426 コニー株式会社 製造業 兵庫県 豊岡市佐野81-5 http://www.cony.ne.jp
427 エイジサポート 医療、福祉 兵庫県 明石市林崎町3-482
428 有限会社ハウスワーク 不動産業 兵庫県 神戸市垂水区仲田2-1-48 http://www.house-work.co.jp

429
株式会社アンジェリーナ
je

卸売・小売業 兵庫県
神戸市中央区京町76番地2
明海三宮第2ビル4-A

430 加藤事務所
専門・技術サー
ビス業

兵庫県
神戸市中央区元町通3-17-8
TOWA神戸元町ビル5F

431
株式会社Joker
Enterprise

サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県
神戸市北区有野町有野
3392-1　K・Y・Mビル202号

http://www.heren.biz/

432 株式会社インフィニティ
教育、学習支援
業

兵庫県
神戸市灘区日尾町2-3-13
ル・パレ六甲102号

http://www.infinity-goukaku.com

433 株式会社Kahuna Company
サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県
神戸市中央区磯辺通4-2-3
LMビル2F

http://www.kahuna-kb.com

434 有限会社ノングループ
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
高砂市高砂町浜田町2-15-
19

435 Woman's Beauty株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市東灘区本庄町1-16-
15　ｻﾝﾌｫﾚｽﾄﾋﾞﾙ202

436 株式会社双葉化学商会
サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県 西宮市産所町14-6 http://www.futaba-kagaku.co.jp

437 大城戸織布 製造業 兵庫県 西脇市黒田庄町岡406 http://www.okd-weaver.jp/

438 植山織物株式会社 製造業 兵庫県
多可郡多可町八千代区仕出
原681

http://www.ueyama.net

439 神戸博愛病院 医療、福祉 兵庫県 神戸市中央区元町通7-1-17 http://www.kobehakuai-togen.com

440 有限会社石本食品 卸売・小売業 兵庫県
神戸市須磨区妙法寺牛ノ子
1-2

http://www.ishimoto-shokuhin.co.jp

441 ワタナベ忠電株式会社 建設業 兵庫県 西宮市宮前町6-12 http://www.w-chuden.com

442 株式会社Run 卸売・小売業 兵庫県 西宮市市庭町4-31 http://www.run-go.com

443 MAGNET
専門・技術サー
ビス業

兵庫県
神戸市中央区山本通2-13-
14　FIX213　B-2F

http://1982mag.net

444 株式会社スピナッチ 医療、福祉 兵庫県 神戸市北区八多町中860

445 神戸総合会計事務所
専門・技術サー
ビス業

兵庫県
神戸市中央区浜辺通4-1-
23-725

http://www.kobesogokaikei.com/pc/index.html

446 有限会社ACT 不動産業 兵庫県 尼崎市上坂部3-7-10
447 株式会社コタニ 製造業 兵庫県 加西市中野町1665 http://www.kk-kotani.co.jp

448
ブロッサム・コーポレー
ション株式会社

医療、福祉 兵庫県 伊丹市昆陽池2-156

449
株式会社あかまつクリー
ニング

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 神崎郡市川町神崎748-1

450 株式会社緑香 農業・林業 兵庫県 尼崎市上ノ島町1-21-15 http://ryokko.com

451 株式会社Toughrit
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 神戸市東灘区青木2-15-17 http://toughrit.jimdo.com/

452 株式会社ビオネスト 医療、福祉 兵庫県 神戸市中央区御幸通2-1-6 http://わらく.com



453 バンクンメイ株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市中央区下山手通2-
13-7　東昌ビル5F

http://www.bankunmei.com/top.html

454
リシェル・ジャパン株式
会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市中央区北長狭通3-
11-17　ベルズコート404

455 株式会社TNK田中接骨院 医療、福祉 兵庫県
加古川市加古川町中津874-
2

456 株式会社Oito
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 西宮市馬場町2-32 http://ameblo.jp/coco10-13/

457 有限会社蓮尺野
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市東灘区本山北町2-3-
22　ﾃｨｰｸﾞﾙﾛｼﾞｪ1F

458 たろう鍼灸整骨院 医療、福祉 兵庫県 尼崎市昭和通8-273 http://taro-seikotsu.com

459
株式会社ヒトミヤスダメ
イクアップスタジオ

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市中央区山本通2-3-5
HYMSビル

http://www.h-y-makeup.com/

460 株式会社五風舎 医療、福祉 兵庫県 尼崎市大島3-1-8 http://www.gofusha.co.jp/

461 株式会社OGA 飲食店、宿泊業 兵庫県
神戸市中央区中山手通4-2-
1

462 有限会社神戸ケアエース 医療、福祉 兵庫県
神戸市長田区東尻池町2-3-
10-2F

463 株式会社創喜
サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県
神戸市長田区久保町6-1-1
アスタくにづか4番館202

http://www.kobe-busicolle.net/soki-kobe

464 有限会社篠原運輸 運輸業 兵庫県
神戸市兵庫区御崎本町1-1-
15

465 有限会社やまぼうし 卸売・小売業 兵庫県 宍粟市山崎町圧能379-1

466 ティーエフケイ株式会社 製造業 兵庫県
神戸市兵庫区和田山通1-2-
25-D407

http://www.tfk-corp.co.jp

467 株式会社アンビエンス
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 西宮市松生町12-20-2F http://www.itsukobiyoin.com/

468 松浦会計事務所
専門・技術サー
ビス業

兵庫県 神戸市兵庫区西柳原町2-2 http://matsuura-office.com

469 株式会社美想空間 建設業 兵庫県 川西市鴬の森町8-8 http://www.bisoukuukan.com

470 株式会社サンワ商会 金融・保険業 兵庫県 神戸市灘区鹿ノ下通1-4-12
471 株式会社みつば電気 建設業 兵庫県 尼崎市西難波町3-17-13 http://www.mitsubadenki.co.jp

472 学校法人野上学園
教育、学習支援
業

兵庫県 神戸市中央区布引町2-1-17 http://www.kba.ac.jp

473 ヤノ運動用品株式会社 卸売・小売業 兵庫県 神戸市中央区三宮町3-8-1 http://yanosp.com
474 株式会社トライス 製造業 兵庫県 神戸市中央区橘通1-1-9 http://www.trais.co.jp/
475 島田製織株式会社 卸売・小売業 兵庫県 西脇市野村町1796-67 http://shimada-seishoku.com

476 藤原京子税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

兵庫県 小野市王子町894番地の1 http://fujiwara-trueheart.tkcnf.com/pc/

477 有限会社ナガイシ 建設業 兵庫県 伊丹市高台3-8 http://www.nagaishi.co.jp

478
株式会社インシュアラン
スサービス

金融・保険業 兵庫県 芦屋市松ノ内町1-10 http://www.inss.jp

479 有限会社明優サービス 運輸業 兵庫県 尼崎市下坂部4-12-7

480 榮社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

兵庫県 たつの市神岡町寄井144-5

481 株式会社ＭＹアカデミー
教育、学習支援
業

兵庫県
神戸市中央区雲井通2-1-3
レーベン三宮1階

http://www.myac.biz

482 あさがお法律事務所
専門・技術サー
ビス業

兵庫県
西宮市津門呉羽町1-30　万
ﾋﾞﾙ2階

http://asagao-law.com

483
西すずらん台歯科クリ
ニック

医療、福祉 兵庫県
神戸市北区北五葉1-1-1
西鈴神鉄ﾋﾞﾙ1F

http://www.nishisuzushika.jp

484 有限会社互幸電気 建設業 兵庫県 川西市南花屋敷3-16-18 http://www.gokou.biz

485 有限会社アクスト
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
西宮市高松町4-8　プレラ
にしのみや105-1

http://axt.cc/

486 マテリカヘアーデザイン
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
小野市中町278-3　ひかり
ハイツ102

http://www.materica-hd.com

487 株式会社RED　PASSION 医療、福祉 兵庫県
神戸市北区日の峰5-10-5-
204

http://red-passion.jp

488 アルテ株式会社 不動産業 兵庫県
明石市東仲ノ町5-28　ラ
ポール明石A103

http://www.ph-akashi.com

489 整骨院KAI 医療、福祉 兵庫県
神戸市東灘区御影中町3-1-
15

http://seikotsuinkai.ec-net.jp

490 株式会社マザーりーふ 医療、福祉 兵庫県 神戸市兵庫区上沢通5-1-21



491 アカバ運輸株式会社 運輸業 兵庫県 豊岡市日高町西芝237

492
電鉄商事株式会社　DTSｺ
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ室

情報通信業 兵庫県
神戸市中央区御幸通6-1-15
御幸ﾋﾞﾙ3F

http://www.dentetsu.com

493 株式会社YANESEKO 医療、福祉 兵庫県
加古川市尾上町安田352-2-
101

http://www.yaneseikotsu.com/

494
向日葵社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

兵庫県 明石市大明石町2-2-16 http://www.office-himawari.com

495 株式会社プロスパー 医療、福祉 兵庫県 尼崎市田能2-6-2 http://www.sowa.bz

496 株式会社小畑工務店
電気・ガス・熱
供給・水道業

兵庫県 尼崎市上ノ島町1-33-1

497 株式会社山澤工房
サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県 西宮市山口町名来2-18-25 http://yamazawa-kobo.com

498 有限会社トリニティ 卸売・小売業 兵庫県
西宮市甲子園口4-22-23
新中田ビル201

http://trinity-web.net

499 株式会社WITH
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 三田市中央町3-13 http://www.ecia.jp/

500 有限会社明石商店 卸売・小売業 兵庫県
神戸市兵庫区荒田町1-22-
101

501 Hair Salon Goo
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 神戸市西区大沢2-10-8-103 http://googoo-hair.com/

502
特定非営利活動法人ダー
ナ

医療、福祉 兵庫県 豊岡市出石町安良3-10

503 株式会社ひらせ 卸売・小売業 兵庫県 三田市三田町29-9 http://hirasemusic.net

504
特定非営利活動法人こぐ
まくらぶ

医療、福祉 兵庫県 神戸市垂水区西舞子2-7-4 http://www.kogumaclub.com

505
株式会社ラッキーシー
ダーズ

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 豊岡市桜町11-19 http://corekara-club.net

506 マルミ食品株式会社 製造業 兵庫県 神戸市東灘区深江浜町1-1 http://marumikurage.net

507
株式会社ロジカルスタジ
オ

情報通信業 兵庫県
川辺郡猪名川町柏梨田字塩
井223-4

http://logical-studio.com

508 会席のふる川 飲食店、宿泊業 兵庫県 川西市水明台2-2-10 http://kaiseki-furukawa.jp/

509 有限会社すみれ建築工房 建設業 兵庫県 神戸市西区池上3-6-7 http://sumireco.co.jp

510
税理士法人入江会計事務
所

専門・技術サー
ビス業

兵庫県
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル4階

http://irie-office.com

511
株式会社ベルイノベー
ション

飲食店、宿泊業 兵庫県 尼崎市昭和通4-121

512 ジェイカス株式会社 運輸業 兵庫県 西宮市西宮浜3-26 http://www.j-cas.co.jp

513
たこ焼あほや甲子園口駅
前店

飲食店、宿泊業 兵庫県 西宮市甲子園口2-5-10

514 丸山刺繍株式会社 製造業 兵庫県 加東市上滝野575

515 有限会社アイネ 建設業 兵庫県
神戸市北区道場町生野
1172-192

516
ジィ・アンド・ジィ株式
会社

情報通信業 兵庫県
神戸市中央区磯上通4-1-6
シオノギ神戸ビル2Ｆ

http://www.GandG.co.jp

517 株式会社拓土
複合サービス事
業

兵庫県 篠山市池上618

518 Salon de Luxe
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
三田市高次2-5-4　Mooﾋﾞﾙ
1F

http://www.salondeluxe.jp

519
エステティックサロン
オハナ

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市兵庫区荒田町1-22-
B1

http://www.ohana-miho.com

520
ヘアメイク　アンティー
ク

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市長田区北町1-54　高
速長田ステーションビル2
階

http://hair-make-antique.jp

521 株式会社セラピスト 医療、福祉 兵庫県 西宮市段上町6-17-6 http://therapist-corporation.com

522 LAS NAILS
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市中央区中山手通3-7-
29-4F

http://www.las-nails.jp/

523 加古農機具商会 卸売・小売業 兵庫県 小野市復井町1828

524 松尾電機
電気・ガス・熱
供給・水道業

兵庫県 西脇市上比延町243-186

525 グランデジョワ株式会社 卸売・小売業 兵庫県 神戸市西区大津和2-4-16 http://www.graindejoie.in/index.html

526 塩谷会計事務所
専門・技術サー
ビス業

兵庫県 高砂市伊保町梅井410-8 http://www.shiotani-ao.jp/index.html

527 ばらんす整骨院 医療、福祉 兵庫県 尼崎市神田中通4-88-2 http://balance-seikotsuin.com/



528 こと平 飲食店、宿泊業 兵庫県
神戸市須磨区大田町1-2-4
トアピエス須磨1F

529 株式会社レジーナリスレ 卸売・小売業 兵庫県
神戸市中央区三宮町2-5-
13-3F

http://www.rakuten.ne.jp/gold/reginashop/

530 株式会社老虎菜 飲食店、宿泊業 兵庫県
神戸市東灘区魚崎北町5-7-
15

http://lao-fuu-tsaii.com/

531 株式会社三木樹脂工業 製造業 兵庫県 神戸市西区神出町南447-1 http://www.mikijyushi.com/

532 有限会社シーズ 医療、福祉 兵庫県 加古川市野口町野口22番

533
株式会社グリーンバイオ
ラボ

製造業 兵庫県
神戸市兵庫区和田山通1-2-
25　神戸市ものづくり復興
工場D201

http://www.greenbiolabo.co.jp/

534
株式会社全国介護タク
シー協会

サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県 西宮市津門仁辺町8-2 http://www.kaigo-taxi.com/

535
多可郡自然活用村協会
エーデルささゆり

飲食店、宿泊業 兵庫県
多可郡多可町八千代区中野
間363-13

http://www.edel-sasayuri.com/

536 有限会社スリーエス神戸 運輸業 兵庫県 三木市緑が丘町西3-1-18

537 株式会社MOTOYAMALINE 運輸業 兵庫県
神戸市北区山田町小部字妙
賀5-2

http://www.kobe-mlt.com

538 NPO法人はなのいえ 医療、福祉 兵庫県 姫路市青山北3-13-8 http://top.ie-t.net/hananoie/

539 特定非営利活動法人Cielo 医療、福祉 兵庫県 加東市下滝野3丁目175

540
Hair Design Space one
by one

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市中央区三宮町2-2-2
鈴木ﾋﾞﾙ4F

http://onebyone-hair.com

541 hair make QUATRE
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市中央区北長狭通3-2-
6　KBCビル402

http://quatre-hair.jimdo.com/

542 株式会社エマーテック 情報通信業 兵庫県
神戸市中央区京町76番地1
明海三宮ﾋﾞﾙ6F

http://www.emertech.co.jp

543
NPO法人　Heart　Link
Project

教育、学習支援
業

奈良県
大和郡山市小泉町１３９９
－３　1階

http://www.hlp07.jp/

544 ㈱アイワ 建設業 奈良県
北葛城郡王寺町畠田８丁目
１７３６-１

http://www.aiwa-jp.com

545 ㈱ディズム 医療・福祉 奈良県 生駒市あすか野北１-１-３ http://www.dism.co.jp/

546 ㈱泰和　りんず奈良店 卸売業、小売業 奈良県
奈良市二条大路南１－３－
１ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ2F

http://rinzu.jp/

547 ㈱美王(DONNA)
生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県 香芝市真美ケ丘６－.２-４ http://www.hairstudio-donna.com

548 四条大路鍼灸整骨院 医療・福祉 奈良県 奈良市四条大路５－５－１
549 ㈱ＪＩＴＳＵＧＹＯ 製造業 奈良県 奈良市東九条町６－６ http://www.jitsugyo.jp
550 実業印刷㈱ 製造業 奈良県 奈良市東九条町６－４ http://www.jitsugyo.jp

551 ㈱ダントツスタイル
生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県 橿原市久米町６８２

552 タミヤ製作所 製造業 奈良県 磯城郡田原本町阪手６９３ http://www.sor-e.com/

553 ㈱加藤商会
電気・ガス・熱
供給・水道業

奈良県 奈良市今市町４６－１ http://www.kato-shokai.com/

554 やまと産業㈱ 製造業 奈良県
山辺郡山添村三ヶ谷１１２
７番地

http://www.yamatosangyo.com/

555 ㈱吉川国工業所 製造業 奈良県 葛城市加守６４６－２ http://www.yoshikawakuni.co.jp/

556 ㈱ストリーム
サービス業（他に
分類されないも
の）

奈良県
大和郡山市小泉町２４７５
番地９

557 日進電工㈱ 建設業 奈良県
大和郡山市小泉町2428番地
の1

http://www.nisshindenko.jp/

558 池田会計事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

奈良県
天理市平等坊町２２８番地
２

559 ㈲マニスオブヘアー
生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県
橿原市城殿町２５４-６
ハヤシビル１階

http://www.manis-ofhair.com/

560 ㈱萩原 製造業 奈良県 桜井市高田246番地

561 ㈱ＦＡＣＴＯＲＹ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県
葛城市八川１３３　ピーア
ニ当麻１号

http://www.labour-of-love-a.jp/

562 梅本樹脂工業㈱ 製造業 奈良県
大和高田市根成柿１９５番
地

http://www.umemotojyushi.com/

563 ㈱岸本製作所 製造業 奈良県
北葛城郡広陵町安部１３５
番地

http://kishimoto-ss.co.jp/

564 ㈱ヨネセン 製造業 奈良県 香芝市五位堂６－１７１ http://www4.kcn.ne.jp/~yonesen/



565 森井食品㈱ 製造業 奈良県 桜井市河西641 http://www.morii-foods.co.jp/

566 (株)ラポール 医療・福祉 和歌山県 和歌山市鳴神　491-4
567 (株)木村メリヤス工場 製造業 和歌山県 紀の川市粉河　1687

568
特定非営利活動法人かた
つむりの会

医療・福祉 和歌山県 田辺市上屋敷　2-6-31 http://npokatatsumuri.info/

569 (有)創伸精機 製造業 和歌山県 岩出市中黒　481 http://www.soshin-seiki.jp/

570 尾﨑産業㈱ 製造業 和歌山県 海南市野上中　526 http://www2.gol.com/users/ozakisangyo/

571
クインライト電子精工
(株)

製造業 和歌山県 和歌山市湊　576-1 http://www.queenlight.co.jp

572 (株)じんざいや
サービス業（他に
分類されないも
の）

和歌山県 和歌山市六十谷236-5 http://www.jinzaiya.co.jp

573 白樫建設(株) 建設業 和歌山県 有田市初島町浜　1781-1
574 (医）福外科病院 医療・福祉 和歌山県 和歌山市和歌浦東　3-5-31 http://www.fukugeka.jp/

575 坂田板金塗装工場
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

和歌山県 有田市糸我町西　567

576 (株)ＫＬ 卸売業、小売業 和歌山県 有田市宮崎町　552-5

577 (株)大覚総本舗 製造業 和歌山県
伊都郡かつらぎ町丁ノ町
2357

http://www.koyasan-daikaku.jp/

578
(株)アイジュエリーイワ
モト

卸売業、小売業 和歌山県 有田郡有田川町天満　69-7 http://www.arida-net.ne.jp/^iwamoto/

579 斉藤ドラム罐工業(株) 製造業 和歌山県 有田市港町　89

580 (株)ケイオープラン 卸売業、小売業 和歌山県
東牟婁郡那智勝浦町大字築
地3-1-5

581 (有)ソレイユ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

和歌山県 和歌山市本町　2-40

582 吉田編織(株) 製造業 和歌山県 和歌山市和田　63
583 野際産業㈱ 卸売業、小売業 和歌山県 和歌山市東釘貫丁　2-63 http://www.nogiwa.co.jp/

584 小西化学工業(株) 製造業 和歌山県 和歌山市小雑賀　3-4-77 http://www.konishi-chem.co.jp

585
森島商事(株)レストラン
近江牛毛利志満

宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県
近江八幡市東川町８８６－
１

586 アートスクリーン 製造業 滋賀県
高島市今津町下広部野２６
９番地

587 ㈱R's　STORE
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 栗東市中沢２－４－６ http://rs-store.jp/

588
㈲アイ・キャリアサポー
ト

教育、学習支援
業

滋賀県
大津市本堅田４丁目８番１
４号

http://www.ai-career.net

589 （株）アイズケア 医療、福祉 滋賀県 彦根市地蔵町７３－２ http://www.iscare.co.jp

590 アオキエージェンシー㈱ 建設業 滋賀県
野洲市小篠原１５６２番地
２

http://www.aokiagency.net/

591 アオキテクノ㈱
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県 守山市金森町９１７ http://www.aokitechno.co.jp

592 ㈱あぐり進学
教育、学習支援
業

滋賀県 大津市浜町３－２１ http://agri.co.jp

593
アシストケアクラブ近江
八幡

医療、福祉 滋賀県
近江八幡市池田本町２２８
番地

http://assist-oumi.jimdo.com

594
アズイン東近江能登川駅
前（フリックイン福井
(株)）

宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 東近江市林町２０ http://www.ace-az-inn.com/

595 ㈱ATUM 建設業 滋賀県 野洲市三上２８９－６ http://www.atum.co.jp
596 ㈲アドバンテクノ 製造業 滋賀県 近江八幡市馬渕町１７００ http://advantechno.co.jp

597 (有)あゆむ・くらし工房 建設業 滋賀県
犬上郡多賀町多賀１３３３
－１

http://eco-ayumu.com

598 ㈱アラカワ 卸売業、小売業 滋賀県
彦根市大薮町２０３４－１
３

http://www.mahalo-water.jp

599 ㈱an
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県 草津市若竹町９－３７

600 (有)イーシステム
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県 守山市金森町２９－５

601 ㈱石宗建設 建設業 滋賀県 東近江市平松町５３８



602
イタリア料理チャン
チャーレ

宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県
近江八幡市桜宮町２１１－
７　ルグランビル１階

603 一正蒲鉾㈱　関西工場 製造業 滋賀県 守山市古高町８０８－３３ http://www.itimasa.co.jp

604 ㈱いと源
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県
甲賀市水口町本町２－２－
４０

http://itogen.com

605 （株）ウィズ 製造業 滋賀県 大津市湖城が丘１－２９

606 ウィンクル㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県
彦根市高宮町２１１番地ブ
リジストン厚生棟２F

http://www.wincul.co.jp

607
㈱ウェーブ・コーポレー
ション

サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県 守山市今浜町２５９１－６ http://www.wco.co.jp

608 ㈲ウエスト 情報通信業 滋賀県 近江八幡市桜宮町２８９ http://www.west-design.com

609 ㈱ウッディー広瀬 建設業 滋賀県
高島市安曇川町中野８４－
１

http://www6.ocn.ne.jp/^e_hirose/

610 有限会社エアフォルク
教育、学習支援
業

滋賀県
大津市i池の里町２１番２
５号

http://www.meikogijuku.jp

611
（株）AJIコーポレーショ
ン

宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 大津市打出浜１５－２ http://nagisanoterrace.jp/colony.html

612 ㈲エース測量設計
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県
大津市京町３丁目２番１０
号　京町アークビル３F

http://acesurvey.jimdo.com

613 ㈱エクボスタジオ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県
近江八幡市鷹飼町５５５－
１

614 ㈱ＥＣＯ　ＢＡＮＫ 製造業 滋賀県
大津市萱野浦２２－５５－
４０７

http://www.ecobank.asia

615 ㈱エコライン 運輸業、郵便業 滋賀県
大津市瀬田大江町５９－１
－１０５

http://www.ecoline-ｌ.com

616 ㈲エス･エス･シー 情報通信業 滋賀県
彦根市平田町４２１　Nasu
１ビル別棟２０２

http://www.jade.dti.ne.jp/~s-s-c/

617
(株)エスティーム（栗東
リハビリテーションゆた
か、うつみ鍼灸接骨院）

医療、福祉 滋賀県 栗東市北中小路２７－１

618
㈱エッチ・エヌ・オー
ホテルニューオウミ

宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 近江八幡市鷹飼町１４１８ http://www.newomi.co.jp

619 （株）エフエム滋賀 情報通信業 滋賀県
大津市西ノ庄１９番１０号
リンクスビル内

http://www.e-radio.co.jp

620 (株)エフレボ 卸売業、小売業 滋賀県
東近江市能登川町３４４－
３

http://f-revo.com

621
財団法人近江愛隣園　今
津病院

医療、福祉 滋賀県
高島市今津町南新保８７－
１

http://www.oumiairinen.org/

622
社会福祉法人 近江順和会
特別老人ホームヴィラ十
二防

医療、福祉 滋賀県 湖南市岩根６９０－４

623
(有)オーガニックおから
フーズ滋賀共同販入会

卸売業、小売業 滋賀県 大津市月輪３丁目２８－２ http://www.yotuba.gr.jp/

624 大喜多㈱ 医療、福祉 滋賀県
草津市片岡町字上ミノ田２
３２番３

625 大久保精工(株) 製造業 滋賀県 草津市野路町６８３－２ http://www.eonet.ne.jp/~ohkuboseiko

626 オーケー工業㈱ 製造業 滋賀県
守山市古高町字ゴケワ７８
０－５

627 大崎設備工業㈱ 建設業 滋賀県 守山市下之郷二丁目５－８ http://www.oskc.co.jp

628 太田酒造㈱ 製造業 滋賀県
草津市草津３丁目１０－３
７

http://www.ohta-shuzou.co.jp

629 大津板紙㈱ 製造業 滋賀県
大津市馬場１丁目１５番１
５号

http://www.otsu-itagami.co.jp

630 ㈱大津建材センター 卸売業、小売業 滋賀県 大津市大平１－３－２０ http://www.hdo2.co.jp
631 大津紙業写真印刷㈱ 製造業 滋賀県 大津市月輪１丁目９－３３ http://www.ospp.co.jp

632
学校法人大津文学園国際
経営情報専門学校

教育、学習支援
業

滋賀県 大津市打出浜１１－１５ http://www.kkjc.com

633 ㈱大橋 卸売業、小売業 滋賀県 彦根市古沢町５１０



634 オーパルオプテックス㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県 大津市雄琴５－２６５－１ http://www.o-pal.com/

635
㈱オグラエンジニアリン
グ

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県 野洲市冨波甲１１６１－８ http://www.oguraeng.ｃo.jp

636 OＫＳシステム㈱
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県 東近江市沖野２－８－３ http://www.oks-system.com

637 およぐナジェール㈱ 卸売業、小売業 滋賀県 栗東市辻４３８－３ http://www.aqua-nager.jp

638 (有)カ―テックウカイ
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県
甲賀市水口町杣中９７９－
５

639 ㈱風の門 卸売業、小売業 滋賀県
草津市大路１－７－１３０
０６

http://www.kazenomon.com

640 医療法人華頂会 医療、福祉 滋賀県 大津市大萱７丁目７番２号 http://www.kachokai.or.jp

641
社会福祉法人華頂会　特
別老人ホーム福寿荘

医療、福祉 滋賀県 大津市大萱７丁目７番１号

642 カツミデンキ 卸売業、小売業 滋賀県 守山市洲本町２３５２－２ http://www.biwa.ne.jp/ktmsony

643 (株)かね吉
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県
大津市馬場１丁目１０－１
８

http://www.kanekichi.co.jp

644 ㈱かね辰商店 卸売業、小売業 滋賀県 大津市瀬田大江町５９－１

645 ㈱かねよ
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 大津市大谷町２３－１５ http://www.kaneyo.in

646 （株）鹿深サービス 卸売業、小売業 滋賀県
甲賀市甲賀町大原上田１３
６３

http://www.kafukaservice.com

647 （有）亀井工務店 建設業 滋賀県 栗東市下鈎４４６
648 (有)川窪造園 建設業 滋賀県 彦根市高宮町１０６３ http://www.4128.jp
649 河崎織物㈱ 製造業 滋賀県 東近江市山路７２１ http://biwa.ne.jp/~kawasaki

650 川相商事㈱　滋賀支社
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県
草津市野路東５丁目２６－
３５

http://e4510.jp

651 (株)カワムラ 卸売業、小売業 滋賀県 近江八幡市桜宮町１６６ http://www.kw-net.co.jp

652 関西オートメ機器㈱ 製造業 滋賀県
大津市月輪２丁目１８－６
０

http://www.tec-kak.co.jp

653 キステム㈱ 情報通信業 滋賀県 大津市浜大津１－４－１２ http://kistem.co.jp
654 （株）北中工業 建設業 滋賀県 野洲市小篠原２０９７－３ http://www.kitanaka.co.jp

655 キャリアビット草津校
教育、学習支援
業

滋賀県
草津市西渋川１丁目１－１
８　イーカムビル３F

http://www.bit-bit.com.jp

656 ㈱清原 製造業 滋賀県 守山市古高町４７７－１５ http://www.kiyohara-net.co.jp

657 （株）金壽堂 製造業 滋賀県 東近江市長町２７３ http://www.kinjudo.jp
658 クールスタイル 卸売業、小売業 滋賀県 東近江市建部上中町６０１ http://www.kool-style.com

659
（株）クオンタム滋賀支
社

サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県
近江八幡市中村町１－５片
岡商事ビル２Ｆ

660 グリーンエコスター㈱ 農業・林業 滋賀県 守山市水保町１４９０ http://www.eco-star.co.jp

661 ㈱グリーンハート 医療、福祉 滋賀県 東近江市中小路６８２－１
662 ケイシン(株) 卸売業、小売業 滋賀県 大津市湖城が丘１－８ http://www.e-keishin.co.jp

663 ㈱ケイテック 建設業 滋賀県 大津市晴嵐１丁目３－１５ http://www.keitex.co.jp

664 (株)京阪津ツーリスト
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県
大津市皇子が丘２丁目８番
１号

http://kts.main.jp

665 ㈱ケイロジ 運輸業、郵便業 滋賀県 野洲市大篠原１６１０－５ http://www.k-logi.co.jp

666 ㈱甲賀自動車工業所
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県
甲賀市水口町本綾野５番２
号

http://www.citroen-ritto.jp

667 光南ボーリング
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県 草津市青地町１１１６－４

668 興武電設㈱ 建設業 滋賀県
大津市平津一丁目１４－１
５

http://www.e510.jp/koubu/

669 社会福祉法人光養会 医療、福祉 滋賀県
高島市安曇川町下小川３２
２０番地１

670 (株)コーガ・エス 製造業 滋賀県
近江八幡市長光寺町７０８
番地

671 湖国精工（株） 製造業 滋賀県 大津市晴嵐２丁目３－１３ http://www.kokokuseiko.co.jp



672
特定非営利活動法人ここ
ねっと

医療、福祉 滋賀県 甲賀市水口町水口３２０７

673 ㈱ＫＯＳＥＩ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県
高島市安曇川町南船木１２
３

http://www.shig-kosei.com

674 コトワ靴製作所 製造業 滋賀県 近江八幡市八幡町３３６
675 湖南精工㈱ 製造業 滋賀県 大津市北大路２－１－３０ http://www.konan-g.com

676 (有)小松屋
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県
大津市石山寺３丁目１番１
７号

677 ㈲小緑製作所 製造業 滋賀県
蒲生郡日野町北脇１－２５
３

678
医療法人金亀会　岡村歯
科診療所

医療、福祉 滋賀県 守山市梅田町４－３１ http://dental-okamura.com

679 ㈱コンセ 卸売業、小売業 滋賀県
大津市大江８丁目１１０－
１

http://konse.co.jp

680 ㈱坂田工務店 建設業 滋賀県
大津市伊香立下在地町９６
７

http://www.sakatakoumuten.co.jp

681 （有）崎田　TIARA
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県 大津市松が丘１丁目９－３ http://www.ti-a-ra.com

682 美容室sakura
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県
栗東市中沢２丁目５－５８
ファーミール北川１０１

683 ㈲沙羅
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 野洲市小篠原９４０ http://www.sa-ra.jp

684 （株）サンエス通商 運輸業、郵便業 滋賀県 栗東市林２８６－１ http://www.sss-dt.jp
685 ㈱サンキ 建設業 滋賀県 栗東市手原５丁目７－２７ http://www.y-sanki.co.jp

686 サンティール 製造業 滋賀県
高島市安曇川町西万木１１
２２－４８

687 サンテクノス㈱ 製造業 滋賀県 彦根市甲田町１１ http://www1.ocn.ne.jp/~suntec-s/index.html

688 ㈱サントライス
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県
草津市大路１－８－２５
エムビル２階

689 ㈱CSユニット 卸売業、小売業 滋賀県 草津市大路一丁目10番3号

690
㈱CMC　Slutions滋賀オ
フィス

情報通信業 滋賀県
東近江市八日市市緑町３６
－３

http://www.cmc-solutions.co.jp

691 ㈱シェアリングエイド 医療、福祉 滋賀県
大津市比叡辻2丁目１７－
３

http://www.furesuppo.com/

692
公益社団法人 滋賀県環境
保全協会

サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県
大津市打出浜２－１　コラ
ボ２１　１F

http://www.kankyohozen.jp

693
滋賀国際事業支援協同組
合

サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県
守山市今宿２丁目9番２２
号

http://e-sks.org

694
滋賀センコー運輸整備
(株)

運輸業、郵便業 滋賀県 草津市穴村町７９番地の２

695 シガップス(株) 卸売業、小売業 滋賀県 東近江市大萩町１９８番地 http//shigapps.jp

696 滋賀特機(株) 卸売業、小売業 滋賀県
大津市におの浜４丁目１－
２５

http://www.shigatokki.com

697 滋賀ビジネス学院
教育、学習支援
業

滋賀県 大津市三井寺町６－２５

698 （株）滋賀フーズ 卸売業、小売業 滋賀県
守山市吉身３丁目３番２１
号

http://www.shigafoods.com

699 ㈱滋賀レイクスターズ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県 大津市におの浜４－７－５ http://www.lakestars.net

700 資生園(株) 農業・林業 滋賀県
大津市真野４丁目１７－２
６

701 ㈱清水 卸売業、小売業 滋賀県
高島市今津町名小路１丁目
１番地５

702 清水興業㈱ 卸売業、小売業 滋賀県 高島市勝野５７７ http://shimizu-kogyo.com/shimizu-kogyo/index.html

703 ㈱寿光苑
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県
高島市安曇川町青柳古鳥居
１４７２

http://www.elbride.com/

704 (株)慎 卸売業、小売業 滋賀県
草津市野路６丁目２－４竹
山ビル４F

http://kenrancha.com

705
新庄こすもす　グロービ
ス㈱

医療、福祉 滋賀県 守山市新庄町１３００ http://www.day-comos.com

706
新庄こすもす　グロービ
ス㈱

医療、福祉 滋賀県 野洲市吉川９２８－３ http://www.day-comos.com



707 新生化学工業㈱ 製造業 滋賀県 大津市蓮池町６番１２号 http://www.shinsei-shiga.co.jp

708
(株)スタジオケイ(クボタ
靴店）

卸売業、小売業 滋賀県
高島市安曇川町西万木８３
８

http://www.studiok.co.jp

709
(株)スタジオケイ(靴工房
彦根店）

卸売業、小売業 滋賀県
彦根市竹ヶ鼻町４３－２ビ
バシティ１F

http://www.studiok.co.jp

710 ㈲スタック
教育、学習支援
業

滋賀県
近江八幡市池田町３丁目３
２

711 ㈱スナッツフーズ
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県
湖南市菩提寺１５２９－４
８

http://www.shats-foods.com

712 スマイルケア 医療、福祉 滋賀県
大津市島の関６－１５　衣
笠ビル１F

713 ㈱制御機器販売 卸売業、小売業 滋賀県 湖南市石部東６丁目３０６
714 ㈱清弘エンジニアリング 建設業 滋賀県 栗東市伊勢落６３３－７ http://www.seiko-e-g.co.jp

715 (株)青友農産 農業・林業 滋賀県 近江八幡市大中町５８７ http://seiyunousan.web.fc2.com/

716 ㈱鮮魚たかぎ 卸売業、小売業 滋賀県
草津市追分町１２２９　え
んビル５Ｆ

http://www.sengyo-takagi.com

717 ㈱千成亭 卸売業、小売業 滋賀県 彦根市平田町８０８ http://www.sennaritei.co.jp

718 （株）創 情報通信業 滋賀県
大津市粟津町１１番１号マ
ルシンビル４Ｆ

http://www.e-b2b.jp

719 SOHO
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県 東近江市浜野町２－１５

720 ㈱大安 卸売業、小売業 滋賀県 栗東市上鈎６９－２ http://pluscasa.com

721 ㈱大生産業
不動産業、物品
賃貸業

滋賀県 野洲市小篠原１９７９ http://taiseisangyo.co.jp/

722 ㈱ダイセン工業 製造業 滋賀県
大津市大石中６丁目２－４
３

http://www.daisen-kogyo.jp

723
ダイトデンソー(株)栗東
事業所

製造業 滋賀県
栗東市伊勢落字野神６８９
番地１

http://www.daitodenso.co.jp

724 寿司割烹大八
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 彦根市川原２丁目５－４

725 （株）ダイムワカイ 建設業 滋賀県
近江八幡市長光寺町松田６
００

http://www.dymwakai.co.jp

726 大洋厨房㈱ 製造業 滋賀県
大津市におの浜３－１－３
９

http://www.taiyocook.co.jp

727 高麻㈱ 製造業 滋賀県
高島市新旭町藁園２００１
－１

728
高齢者総合福祉施設多賀
清流の里

医療、福祉 滋賀県 犬上郡多賀町佐目６７５ http://care-care.jp/hp/tassinkai/

729 ㈲タカラ食品 卸売業、小売業 滋賀県 高島市朽木宮前坊８４２ http://cowcowfarm.com

730 ㈲タカラ牧場 農業・林業 滋賀県 高島市朽木宮前坊８４２ http://cowcowfarm.com

731 ㈱タナカ電器 卸売業、小売業 滋賀県
近江八幡市池田町３丁目３
２

732 谷口興業㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県
甲賀市甲南町森尻４４３番
地１

http://taniguchi-kk.net

733 （株）谷口商会
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県 湖南市岩根中央３－５－２ http://fp-taniguchi-shokai.co.jp

734 淡海酢（有） 製造業 滋賀県 高島市勝野１４０３ http://www.tankaisu.co.jp/

735 ㈱辻商店 製造業 滋賀県
近江八幡市多賀町４６３－
１

736 ㈱辻商店 製造業 滋賀県
蒲生郡竜王町薬師字日吉１
０２

737 デーサービスセンター楓 医療、福祉 滋賀県
東近江市宮川町２４４番地
４４４

738 (株)帝産タクシー滋賀 運輸業、郵便業 滋賀県 草津市山寺町１９２－１ http://www.teisan-konan-kotsu.co.jp/taxi/taxitop.htm

739 ㈱ティモス 卸売業、小売業 滋賀県 大津市花園町１７－１３
740 鉄屋商事㈱ 卸売業、小売業 滋賀県 高島市勝野５７７ http://shimizu-kogyo.com/tetsuya-syoji/

741 東海電工㈱ 製造業 滋賀県 野洲市野洲１５１８－１ http://www.tokaidenko.co.jp

742 東洋化学㈱ 製造業 滋賀県
蒲生郡日野町大字寺尻１０
０８

http://www.toyokagaku.com

743 ㈱トールクロス 情報通信業 滋賀県
大津市におの浜４－７－５
オプテックスビル５Ｆ

http://tollcross.co.jp



744 ㈱ドギーズ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県
大津市におの浜４丁目７番
５号オプテックスビル５Ｆ

http://www.doggies.tv

745 ㈱中井鈑金自動車
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県 守山市石田町５７８－８

746 創作厨房なごみや
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県
大津市今堅田２丁目１３－
２７

http://e-nagomiya.com

747 ㈱ナツウェブ 情報通信業 滋賀県 栗東市上鈎６９番地２ http://www.72web..co.jp

748 ㈱ナックウエーブ 情報通信業 滋賀県
彦根市中曽根南町４３８
テラビスビル３０２

http//www.nakaweb.com

749 介護老人福祉施設なみき 医療、福祉 滋賀県 草津市上笠１丁目１－１６ http://www.popura.or.jp/

750 西友商店㈱ 卸売業、小売業 滋賀県
高島市今津町住吉２－１－
２０

http://www.nishitomo.co.jp

751 (有)西村染工 製造業 滋賀県 蒲生郡竜王町橋本４８２

752 ㈱ニチイ学館大津支店
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県
大津市末広町１－１日本生
命大津ビル９F

http://www.nichiigakkan.co.jp

753 ニッタモールド㈱ 製造業 滋賀県
甲賀市甲南町希望ヶ丘本町
４－２６６０－５９

http://www.nittamold.com

754 日本エッグサービス㈱ 卸売業、小売業 滋賀県 東近江市栄町５番１２号

755 (株)日本ビーコム
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県 大津市馬場３丁目２－２５ http://www.n-bcom.co.jp

756 ㈱農環
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県 栗東市上砥山851番地6 http://www.pm-noukan.jp

757 ㈱野村石材店 建設業 滋賀県 栗東市手原３－１０－２５ http://www.isiyasan.com

758 ㈱ハートフルワニ電化 卸売業、小売業 滋賀県 大津市和迩中浜３３２－１ http://wanidenka.jp

759 （株）ハイテム
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県 近江八幡市市井町２１－１ http://hitem.co.jp

760 ㈱花治 卸売業、小売業 滋賀県
東近江市金屋町３丁目１番
６号

761 ㈱晴れやかファーム 農業・林業 滋賀県
東近江市五個荘竜田町２３
７

http://www.umaretateyasai.com

762 ㈱パレット 卸売業、小売業 滋賀県 大津市馬場２丁目１番８号 http://www.e-palette.jp

763 ㈱パレット 卸売業、小売業 滋賀県
大津市皇子が丘３－３－２
３

http://www.e-palette.jp

764 (有)坂東林業 農業・林業 滋賀県 東近江市一式町５６４－５

765 ピアック㈱ 製造業 滋賀県
蒲生郡日野町大字寺尻１０
０８

http://www.piac.jp

766 ㈱ピアライフ
不動産業、物品
賃貸業

滋賀県
大津市衣川１丁目１８-３
１

http://www.pialife.co.jp

767
㈱ビーエスシー・イン
ターナショナル

教育、学習支援
業

滋賀県 大津市南船路４番地の１ http://.bsc-int.co.jp

768
㈱ビイサイドプランニン
グ

サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県 草津市志那中町１０２－１ http://b-side.co.jp

769
㈲東呉竹堂（ひがし印
刷）

製造業 滋賀県
近江八幡市安土町下豊浦２
７００

770
㈱ひこねスカイアドベン
チャー

生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県
彦根市古沢町２７２－９ア
ンビエントガーデン彦根

http://hikonesky.com

771 ㈱ビビット
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県
草津市野路町１丁目８－１
８eeﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ１０F－１０
０７

http://www.kanjidaikou.jp

772 ㈱ひよこＨｏｕｓｅ 卸売業、小売業 滋賀県 草津市追分町８２２ http://www.hiyokohouse.com/

773 ㈱ヒラカワ　滋賀事業所 製造業 滋賀県 野洲市三上２３０８ http://www.hirakawag.co.jp

774 社会福祉法人びわこ学園 医療、福祉 滋賀県 野洲市北桜９７８－２ http://biwakogakuen.or.jp

775 ㈱びわこ大中愛菜館 卸売業、小売業 滋賀県
近江八幡市大中町４５０－
５

http://aisaikan.jp

776 ㈱Ｆａｃｉｏ 卸売業、小売業 滋賀県 大津市里６丁目２０－１

777 （有）FIX-UP
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県 草津市東矢倉２－２５－５ http://fix-feik.com



778 ㈱福井機械設計
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県 東近江市上平木町１３８１ http://homepage3.nifty.com

779 （株）福井弥平商店 製造業 滋賀県 高島市勝野１３８７番地１ http://www.haginotsuyu.co.jp

780 ㈱福島建具製作所 製造業 滋賀県 彦根市馬場１丁目３３号

781 福本電機(株) 建設業 滋賀県
近江八幡市上田町１２８８
－５

782 藤木商店㈱ 建設業 滋賀県
大津市今堅田２丁目３８番
３号

783
富二設計コンサルティン
グ㈱

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県 大津市中央１－６－１１ http://www.fec-fuji.co.jp

784 （株）藤中 製造業 滋賀県 東近江市中岸本町１７番地 http://www.fujinaka.co.jp

785 富士熔工㈱ 製造業 滋賀県 栗東市下鈎２１５－１ http://www.fujiyoko.com

786 ㈱ＦＲＥＥ　VILLAGE 医療、福祉 滋賀県 大津市馬場１－１１－２ http://refine-sakura.com

787
㈱フレックスコンピュー
タシステム

情報通信業 滋賀県 栗東市林２８６－１ http://www.furex.co.jp

788 HAIR－DEEP
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県
大津市山上町５－３７シャ
ルム皇子山１F

789 平和発條㈱　滋賀工場 製造業 滋賀県 甲賀市甲南町葛木２ http://www.hhk.co.jp/

790 ㈱ペガサス 卸売業、小売業 滋賀県
大津市におの浜３丁目１－
３９

http://www.taiyocook.co.jp

791 （株）VegeRing
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 大津市玉野浦１－１ http://r.gnavi.co.jp/kbfb600/

792 宝泉イーサービス（株） 製造業 滋賀県
草津市東矢倉２丁目３５番
３０号

793
特別養護老人ホームぽぷ
ら

医療、福祉 滋賀県 草津市上笠１丁目１－２２ http://www.popura.or.jp/

794 ㈱ホンダクリオ滋賀
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県 栗東市出庭５１９－１ http://hondacars-shigahigashi.co.jp/

795 (株)ボーン・トゥ・ラン
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県 草津市北大萱町５４９－１ http://www.borntorun.biz

796 マスダ商事(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県 野洲市小比江５５９－３ http://www.msd-s.net

797 （有）ますや 卸売業、小売業 滋賀県 大津市栄町５－２ http://www.rakuten.co.jp/erudorado/

798 松下溶工 製造業 滋賀県
東近江市上平木町字南道１
７－１８

799 守建設㈱ 建設業 滋賀県
草津市東矢倉３町目４１－
８

http://mamoru-k.jp

800 丸中製麺㈱ 製造業 滋賀県 近江八幡市上田町８４－８

801 （株）マルニ
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県 栗東市辻５８３－２ http://www.ma-run-i.co.jp

802 ㈱丸由 建設業 滋賀県 犬上郡多賀町多賀１０３９ http://maruyosi-k.com

803
社会福祉法人みのり特別
養護老人ホームぽぷら

医療、福祉 滋賀県 草津市上笠１丁目１－２２ http://popura.or.jp/

804 美松電気㈱ 建設業 滋賀県 湖南市平松北２丁目３番地 http://www.mimatsu-co.com

805 （有）宮川建築工房 建設業 滋賀県 彦根市須越町７４２番地 http://miyaken.co.jp

806 ㈱ミヤジマ 製造業 滋賀県
犬上郡多賀町多賀１００８
番地

http://miyajima-jp.com

807 みやもと農園 農業・林業 滋賀県 近江八幡市西庄町１７２８ http://miyamoto.boo.jp

808 ㈱ムラタ 運輸業、郵便業 滋賀県
甲賀市水口町水口４９８－
３

http://www.shiga-murata.com

809
デザインオフィスメイク
アド

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県 大津市大江７－８－４ http://www.make-ad.net

810 （株）明治館
教育、学習支援
業

滋賀県
草津市平井１丁目１１番４
号

http://www.meijikann.com/access/index.html

811 メタコート(株)栗東工場 製造業 滋賀県 栗東市高野５４４

812 メニックス㈱
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県 近江八幡市西庄町１８１０ http://menix-mecha.com



813 ㈱矢島製作所 製造業 滋賀県 大津市見世１－２１－３９ http://yajima-works.co.jp/

814 ㈱山梶製作所 製造業 滋賀県
近江八幡市安土町上出３１
３－４

http://www.yamakaji-seisakusho.co.jp

815 山豊テグス㈱ 製造業 滋賀県 守山市笠原町７３０－２ http://www.yamatoyo.com

816 （有）ヤマヒデ 製造業 滋賀県 近江八幡市音羽町５１－１

817 ㈱ユース 医療、福祉 滋賀県
草津市草津町１９１１－１
５

818 特定非営活動法人友と遊 医療、福祉 滋賀県
大津市長等２丁目４番２６
号

819
特定非営利活動法人ゆう
らいふ

医療、福祉 滋賀県
守山市立田町１２３１番地
４

http://www.youlife.ne.jp

820 ㈱湯元館
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 大津市苗鹿２丁目３０－７ http://www.yumotokan.co.jp

821 義岡テクニカル㈱ 製造業 滋賀県 栗東市手原七丁目5番21号
822 （株）リノア 情報通信業 滋賀県 彦根市大堀町９１９ http://www.lino-a.com
823 (有)リバーフィールド 製造業 滋賀県 近江八幡市八幡町３３６ http://www.easyorder-shoes.com

824 リフォライフ㈱ 卸売業、小売業 滋賀県
野洲市小篠原１５６２番地
２

http://www.refolife.com/

825 (株)輪
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 野洲市大篠原６７ http://www.higero.com

826 (株)リンテック 製造業 滋賀県 大津市関津４丁目１－２３ http://www.lintec-mfc.co.jp

827 ㈱若林製作所 製造業 滋賀県 湖南市丸山４丁目８－８
828 ㈱和晃 建設業 滋賀県 東近江市宮荘町７７３－２ http://www.siteoffice-wako.co.jp

829 (有)和光プラスチック 製造業 滋賀県
甲賀市土山町大野４８１０
－１

http://www.wakopura.co.jp

830 和田農園 農業・林業 滋賀県 東近江市上大森町１０７９

831
社会福祉法人わたむきの
里

医療、福祉 滋賀県
近江八幡市上田町１２８８
－１８

832 和た与 製造業 滋賀県 近江八幡市玉木町２－３ http://watayo.com

833 和文館(株) 卸売業、小売業 滋賀県
彦根市大東町２－２８　ア
ルプラザ３F

http://wabunkan.jp

834 (株）アドバンス 飲食店、宿泊業 滋賀県 長浜市南高田町727番地 http://ｗｗｗ.group-adv.com

835 (株)浜湖月 飲食店、宿泊業 滋賀県 長浜市公園町4-25 http://www.hamakogetsu.co.jp

836 日本スリッター工業(株） 製造業 滋賀県 長浜市三ツ矢町5-8 http://nihon-slitter.co.jp

837
(株）カミングエンタープ
ライズ

生活関連サービ
ス・娯楽業

滋賀県 長浜市曽根町1362-1 http://www.videal.jp/company.html

838
（有）エム・ジェイホー
ム

不動産業 滋賀県 長浜市北船町3番2号 http://www.chintai-siga.com

839 HIMEJAPAN株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 神戸市灘区稗原町1-2-1-1F http://hime-japan.com

840 関西化学工業㈱ 卸売・小売業 奈良県 大和高田市西町３番４号 http://www.kaｎｓai-chem.com

841 ㈱トライキャッチ 情報通信業 奈良県
奈良市高天町２７番地SHR
ビル

http://ｔｒｙ-catch.jp

842 ヘアーメイク　ステップ
生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県
奈良市西木辻町１３４番地
４

http://www.step-earthart.co.jp

843 天龍化学工業㈱ 製造業 奈良県
磯城郡三宅町伴堂５５１番
地

http://www.tenryu-c.co.jp

844 葛城工業㈱ 製造業 奈良県 北葛城郡広陵町沢３３８ http://www.ktrg.co.jp

845 植平工業㈱ 製造業 奈良県
宇陀市大宇陀大東２０３－
１

http://www.uehira.com/

846 キュー
生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県
奈良県北葛城郡王寺町本町
１－１９－１８

http://ameblo.jp/queouji/

847 ソワンドゥプレス・奈良
生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県
奈良市三条町４８４－１－
１マルシンビル２Ｆ

http://brace.co.jp/salon/s_nara_m.html

848 ㈱呉竹 製造業 奈良県 奈良市南京終町７－５７６ http://www.kuretake.co.jp/

849
ソワンドゥ・ブレス・ラ
ペあやめ池店

生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県
奈良市あやめ池北１－３７
－１

http://brace.co.jp/salon/s_ayameike.html

850 奈良県農業協同組合
複合サービス事
業

奈良県 奈良市大森町５７番地の３ http://www.ja-naraken.or.jp/

851 ㈱創造工舎 建設業 奈良県 橿原市今井町４-１１-１７ http://www.sozokosha.com

852 ㈱梅松園 卸売業、小売業 奈良県
奈良市神殿町６３０番地の
１０

http://www.baisyouen.com

853 タミヤ㈱ 製造業 奈良県 磯城郡田原本町味間３４ http://www.tmy.co.jp



854 ㈱オズ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県 大和高田市野口４５０番地 http://www.oz-group.net/

855 ㈱吉川製作所 製造業 奈良県
大和高田市大字田井１６６
－４番地

http://ys-vacuum.com

856 ㈱匠社寺瓦工業 建設業 奈良県 天理市西井戸堂町458-1 ｖhttp://www.takumi-sk.com/

857
ソワンドゥ・ブレス西大
寺店

生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県
奈良市西大寺栄町３－１５
梅守ビル１階

http://brace.co.jp/salon/s_saidaiji_m.html

858
ヘアーメイクＦＥＥＬ
（フィール）

生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県 生駒市小瀬町９５－１ http://hairmakefeel.com/

859 ㈱サンエース 製造業 奈良県
生駒市北田原町１０４４－
５

http://skknet.co.jp/SAN-A/index.html

860
トリ二ティアニマルクリ
ニック

副業サービス事
業

和歌山県 岩出市堀口 44-1 http://trinity.jp.net/

861 （社）有田つくし福祉会 医療・福祉 和歌山県 有田郡湯浅町栖原　187-1 http://www.wasaren.org/aridatukusi/

862 桜井鉄工(株) 製造業 和歌山県
伊都郡かつらぎ町西飯降
302-1

http://www.tsugite.co.jp

863
（社）しらゆり福祉会し
らゆり保育園

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

和歌山県 岩出市今中　98

864
(株)リカーショップ　ゴ
ワ

卸売業、小売業 和歌山県 和歌山市砂山南　1-1-9

865 Ｍ’Ｓ　ＡＵＴＯ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

和歌山県
和歌山市伝法橋南ノ丁　6-
36

866 パワーハウス(株) 建設業 和歌山県 和歌山市手平　1-10-9 http://power-hjp/
867 (株)小川製作所 製造業 和歌山県 紀の川市西三谷　281 http://www.w-ogawa.co.jp

868 あおぞら(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

和歌山県 和歌山市鳴神　1051-1 http://www.aozora-ts.com/

869 (株)電創 製造業 和歌山県 和歌山市延時　136-3 http://www.e-denso.com

870 ㈱勝僖梅 製造業 和歌山県 和歌山市西高松　1-5-24 http://www.shoki-bai.co.jp

871 扶桑精機(株) 製造業 和歌山県 和歌山市田尻　154-1 http://www.fuso-msg.co.jp/seiki

872 和歌山精化工業(株) 製造業 和歌山県 和歌山市小雑賀　1-1-82 http://www.waseika.com

873 伏虎金属工業(株) 製造業 和歌山県 和歌山市吹屋町2-33 http://www.fukko.com/
874 (株)日本化学工業所 製造業 和歌山県 和歌山市小雑賀　1-1-11 http://www.nikka-c.co.jp/

875 レンタルハウス(株)
不動産業、物品
賃貸業

和歌山県 和歌山市吉田　571 http://www.rentalhouse.co.jp

876
株式会社　オオサカムセ
ンデンキ

卸売業、小売業 大阪府
大阪市西区千代崎２－７－
１　島田ビル３F

http://osakamusen-denki.jp/

877 ㈱フェース 製造業 大阪府 大阪市中央区徳井町2-3-2 http://www.faith-gr.co.jp/project_faith.php

878 (有)ロズウエル
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県 大津市松山町４－７ http://www.loswell.com/

879 竹村(株)フレンズ湖南店 卸売業、小売業 滋賀県
甲賀市甲南町竜法師３３８
－３

880 (株）ノーブレイク 卸売・小売業 滋賀県
米原市下多良１丁目150番
地　北居ビル3F

http://nobreak.jp/index.php

881 （株）宮川商店 卸売・小売業 滋賀県 長浜市宮前町１２番６号 http://www.mgshoten.co.jp/

882 （有）住文サービス 飲食店、宿泊業 滋賀県 長浜市港町４－１７ http://www.k-grazie.co.jp/

883 おれんじぴーる 卸売・小売業 滋賀県 長浜市元浜町22-9 http://www.orpl.jp

884 (株）Kizuna 不動産業 滋賀県
長浜市八幡東町27-1 キャ
ンスC館1F

http://www.nagahama-fudousan.com

885 (株）新明
専門・技術サー
ビス業

滋賀県 米原市下多良2-79 http://www.ssd21.com/

886 湖北精工(株） 製造業 滋賀県 長浜市東上坂町３５１－２ http://www.kohokuseiko.co.jp/index.html

887 神姫バス株式会社 運輸業 兵庫県 姫路市西駅前町1 http://www.shinkibus.co.jp/

888 ｌａｐａ
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市垂水区平磯4-2-10
松栄ﾋﾞﾙ201

http://lapa-hair.com

889 有限会社大賢商事 金融・保険業 兵庫県 尼崎市水堂町2-39-20-402

890 ㈱イータ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県
奈良市学園北一丁目10番1
号

http://salondeolive.com/

891
託児・保育所ドリームハ
ウス　菖蒲良子

医療・福祉 奈良県 桜井市慈恩寺８９０－３

892 三和建設㈱ 建設業 奈良県 奈良市西大寺栄町３番７号 http://www.sanwa-kk.co.jp



893
アトリエ　コム　デュ
ラ　ソワ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県
生駒市谷田町８７０－２
中谷ビル１F

894
㈱マネージメント・リ
ソース

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

奈良県
桜井市粟殿１０２８－３
ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾀｷｽﾞﾐ４０３号

http://mrri.co.jp/

895 ㈱ペーパル 卸売・小売業 奈良県 奈良市池田町７６－７ http://www5.ocn.ne.jp/~pepal

896 ㈱八重桜 医療・福祉 奈良県 奈良市法蓮町４１０－２ http://www.yaezakura.com/

897 南都社労士オフィス
専門・技術サー
ビス業

奈良県
奈良市内侍原町４　小林ビ
ル３階３０５

http://nantosharoushi.com/

898 ㈱大和製砥所 製造業 奈良県
香芝市畑５丁目１６１３番
地

http://www.yamatoseito.co.jp/

899 大和陸運㈱ 運輸業、郵便業 奈良県
大和郡山市今国府町８８－
２

http://www.daiwarikuun.co.jp/

900 KAKUI 卸売業、小売業 奈良県 北葛城郡河合町川合６４３ http://www.shop-kakui.com/

901 ㈱しあわせ屋
サービス業（他に
分類されないも
の）

奈良県
奈良市恋の窪二丁目１９７
番地の３

http://www.siawaseya.com/

902 Aile(エール）
生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県
生駒市元町１－３－１５桑
原ビル２０１

http://aile-totalbeauty.com/

903 ROYAL　OF HAIR
生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県
生駒市東生駒１－３８３－
７

http://www.royal-of-hair.com/

904 ㈱寺田ポンプ製作所 製造業 奈良県
大和高田市東雲町３番１７
号

http://www.teradapump.co.jp/

905 ホテルアバローム紀の国
宿泊業、飲食
サービス業

和歌山県 和歌山市湊通丁北2-1-2 http://www.avalorm.com

906 近畿測量(株)和歌山支店
サービス業（他に
分類されないも
の）

和歌山県 岩出市岡田　386-4 http://www.kinsoku.com

907 ライフアクセス(株) 医療・福祉 和歌山県 和歌山市中之島　2287 http://www.yutakatransport.co.jp

908 (株)クリスタル観光バス 運輸業、郵便業 和歌山県 和歌山市吐前　992 http://www.cypress.ne.jp/crystal/

909
ペトロマテリアル㈱和歌
山事業所

製造業 和歌山県 和歌山市雑賀崎　2021-8 http://www.petromaterials.com/

910 (株)イワハシ 製造業 和歌山県 海南市孟子　850
911 (株)宮崎電子制工 製造業 和歌山県 和歌山市森小手穂　827-1 http://www.ocn.jp/^shizuo/

912 楠本(株) 製造業 和歌山県 和歌山市栗栖　10-5 http://www.kusumotonet.co.jp/

913 大和自動車整備(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

和歌山県 田辺市下三栖　1468-2

914 (株)アキューレフ 製造業 滋賀県
犬上郡多賀町四手９６０－
１０

915 (株)スマイ印刷工業 製造業 滋賀県 栗東市川辺５６８－２ http://sumaiprint.com

916 (社）湖北真幸会 医療、福祉 滋賀県
長浜市湖北町延勝寺１８４
４

http://www18.ocn.ne.jp/~mizudori/index.htm

917 （医）下坂クリニック 医療、福祉 滋賀県 長浜市下坂中町１７７－６ http://www.simosaka.jp/

918
(株）ニチイ学館　長浜支
店

教育、学習支援
業

滋賀県
長浜市八幡東町４８－１
OSビル２F

http://www.nichiigakkan.co.jp/

919 ワボウ電子（株） 製造業 滋賀県 長浜市平方町７３０ http://www.wabo.co.jp/
920 (有）北川自動車工業 卸売・小売業 滋賀県 長浜市森町３７０－１ http://www.2131.jp/index.html

921 （社）達真会 医療、福祉 滋賀県 長浜市高月町柏原１０５５ http://care-care.jp/hp/tassinkai/

922 五位堂工業㈱ 製造業 奈良県
御所市大字城山台１６６番
２４

http://www.goidou.jp/

923 大阪自動機械販売㈱ 製造業 奈良県 生駒市谷田町１２５８－３ http://www.komiyan.co.jp/osakajidouki/

924 ㈱中部トータルサービス
サービス業（他に
分類されないも
の）

奈良県 橿原市内膳町５－５－９

925 ㈱隼都 建設業 奈良県
宇陀市榛原雨師４０７番地
の１

926
特別養護老人ホーム　バ
ンデ（絆）

医療・福祉 奈良県 橿原市東竹田町１０４－１ http://www.bande.or.jp/

927 ㈲ガンバ体操クラブ
教育、学習支援
業

奈良県
奈良市佐保台西町１４３－
２

http://www.ganba-taisou.com/

928 ㈱アクティブエナジー 建設業 奈良県
奈良市六条西５丁目１０－
１７

http://active-energy.co.jp/

929 ㈱エーウィル 卸売業、小売業 奈良県
五條市田園３丁目２１番地
１



930 ㈲ベルグ 医療・福祉 奈良県 大和郡山市柳町７６－１ http://www.berg-co.jp/
931 社会福祉法人　青葉仁会 医療・福祉 奈良県 奈良市杣ノ川町５０－１ http://www.aohani.com/index.html

932
㈱ダイナデンタル　ラボ
ラトリー

医療・福祉 奈良県
橿原市中曽司町１７８－３
吉田ビル２F

http://www.dynadental-labo.com/

933 (有)ヤマックス 医療・福祉 和歌山県 和歌山市松江東　1-7-36

934 (株)もみじ 医療・福祉 和歌山県
東牟婁郡串本町出雲
1044-4

935 (株)明日葉の郷 医療・福祉 和歌山県 東牟婁郡串本町潮岬　1844
936 (株)小久保工業所 卸売業、小売業 和歌山県 海南市野上新　201-9 http://www.kokubo.co.jp/

937 (株)ドリーム産業 製造業 和歌山県 和歌山市西庄　472-1 http://www.dreamsnet.com/

938 (株)協和
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

和歌山県 海南市南赤坂　5-3

939 木本産業㈱ 製造業 和歌山県 有田市野　187-1
940 (株)長谷川冷機 建設業 和歌山県 和歌山市小雑賀　738

941
(株)新日本技建　和歌山
支店

建設業 和歌山県 和歌山市中　116-5 http://www.32-3417.com/

942
(株)スーパーホンダ和歌
山

卸売業、小売業 和歌山県 和歌山市大谷392-1

943 オカ(株) 製造業 和歌山県 海南市別院　597 http://www.oka-kk.co.jp/

944 (株)紀ノ國フーズ 卸売業、小売業 和歌山県 岩出市西国分　635-1 http://www.kinokunifoods.jp/

945 (株)中口板金工作所 製造業 和歌山県 和歌山市雑賀崎　2017-14
946 (株)アットホーム企画 卸売業、小売業 和歌山県 和歌山市善明寺　350 http://www.zacca.co.jp/

947 (株)イワタ
サービス業（他に
分類されないも
の）

和歌山県
紀の川市桃山町調月　523-
2

http://www.iw-iwata.com/

948 (株)吉岡商店 製造業 和歌山県 岩出市岡田　575-1 http://www.yoshiokashoten.co.jp/

949 出口歯車工業(株) 製造業 和歌山県 和歌山市小雑賀　2017-35

950 (有)ABC　ENGLISH
教育、学習支援
業

滋賀県 彦根市大藪町２４９６－１ http://www.e-abckids.com

951 滋賀日軽（株） 製造業 滋賀県 長浜市酢500
952 （株）清水商会 卸売・小売業 滋賀県 長浜市平方町251 http://www.shimizushokai.com

953 アーステック(株）
専門・技術サー
ビス業

滋賀県 長浜市川崎町119 http://www.nisk.co.jp/

954 扶桑工業（株） 製造業 滋賀県 長浜市大戌亥町730番地 http://www.fusoco.co.jp/

955 （社）信愛 医療、福祉 滋賀県
長浜市西浅井町塩津中1123
番地

http://manten.swo-shinai.org/

956
（有）藤井総合保険セン
ター

金融・保険業 滋賀県 滋賀県米原市顔戸1411-54 http://www.dairitenhp.com/fujii/

957 ペタビット株式会社 情報通信業 兵庫県
神戸市中央区磯辺通3-2-17
ﾜｰﾙﾄﾞ三宮ﾋﾞﾙ6階

http://www.petabit.co.jp/

958 Shuu整骨院 医療、福祉 兵庫県 高砂市米田町米田151-2
959 笹岡印刷㈱ 製造業 奈良県 大和高田市曽大根132番地 http://sasaoka.co.jp/
960 今西酒造㈱ 製造業 奈良県 桜井市大字三輪510番地 http://imanishisyuzou.com/

961 ㈱メビウス
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

奈良県
高市郡高取町上土佐58-1街
の駅城跡２Ｆ

http://www.mebiusu.com/

962 ㈱オジテック
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

奈良県
吉野郡大淀町大字北野１５
０番の１６

963 橋本産機㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

奈良県
磯城郡田原本町大字大安寺
９５番地

964 ㈲アブリル
教育、学習支援
業

奈良県 大和高田市大東町1-17 http://www.avril.co.jp/

965 吉岡印刷㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

奈良県 葛城市南花内79 http://www.yoshioka-insatsu.co.jp/company

966 三和ゴム工業㈱ 製造業 奈良県
磯城郡田原本町阪手６１０
番地

http://www.sanwagomu.co.jp/

967 大都美装興業㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

奈良県
奈良市登大路町３６番地
大和ビル

http://www.daito-bisou.co.jp

968 LANDER　BLUE
生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県 生駒市真弓1丁目5－12 http://www.landerblue.jp/



969 ㈱ミック 医療・福祉 奈良県
奈良市押熊町２２６１（な
らやま大通り）

http://www.geocities.co.jp

970 (株)古川製作所 製造業 和歌山県 和歌山市西　653
971 (株)恋野マッシュルーム 農業・林業 和歌山県 橋本市恋野　1529 http://koino-mush@star.ocn.ne.jp

972 （社）あさひ 医療・福祉 和歌山県
伊都郡かつらぎ町西飯降字
白田谷461-6

973 (株)小松金属 製造業 和歌山県 和歌山市平尾　837-19

974
在宅ケアセンターしあわ
せ

医療・福祉 和歌山県 和歌山市中之島　500-10 http://shiawase-kaigo.or.jp/

975 (有)コレック 製造業 和歌山県 橋本市高野口町名倉　476

976 (株)日本テクノ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

和歌山県 和歌山市冬野　1359-7 http://www.nihon-techno.jp/

977 大興産業㈱ 卸売業、小売業 和歌山県
岩出市高瀬　74-1ダイコー
ビル

978 (株)南北
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

和歌山県 和歌山市関戸　5-7-6 http://www.namboku.com

979 清水印刷(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

和歌山県 和歌山市東高松　3-8-14

980 原田織物(株) 製造業 和歌山県
橋本市高野口町名古曽
821-6

http://www.harada-orimono.co.jp

981 根岸運送(株) 運輸業、郵便業 和歌山県 和歌山市土佐町　1-20
982 (株)和歌山新報社 情報通信業 和歌山県 和歌山市福町　49 http://www.wakayamashinpo.co.jp/

983 雷弩
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県 米原市寺倉140 http://www.rideon-web.net/

984 伊吹建設工業（株） 建設業 滋賀県 米原市村木７５６ http://www.ibukikensetu.co.jp/

985 (株）クローバー 製造業 滋賀県
長浜市末広町240-17 ワイ
エフビル20 2F

http://clover.ne.jp/company/

986 カネ上(株） 製造業 滋賀県 長浜市平方町７２０－１５ http://www.kanejo-kk.co.jp/index.php

987 ｳｨﾙ･ｽｷﾙ･ｱｿｼｪｲﾄ㈱
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

大阪府
大阪市中央区南久宝寺町3-
4-14三興ビル６F

988 にこママクラブ合同会社 医療、福祉 兵庫県 尼崎市西難波町2-22-15 http://www.nikomamacｌub.com

989
ヒロセ社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

兵庫県
尼崎市塚口町1-25-2　ｸｴｽﾃ
塚口206

http://kjsan.com

990 松竹タクシー株式会社 運輸業 兵庫県 神戸市中央区山本通2-3-10 http://shochikutaxi.com

991
訪問介護ステーション
COCOLO

サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県
三田市中央町4-5　三田ﾋﾞﾙ
7F

992 W-Style 卸売業、小売業 奈良県 奈良市高畑町１２１５-５ http://w-styleonline.com/

993 ㈱奈良情報システム 情報通信業 奈良県
奈良市高天町１０－１
T・Tビル４F

http://www.nara-ｊs.co.jp/

994 Ardy Hair
生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県
奈良市佐保台西町４７番地
２

http://ardyhair.com/

995 奈良市場冷蔵㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

奈良県
大和郡山市馬司町６４２－
２

996 奈良交通㈱ 運輸業 奈良県
奈良市大宮町１丁目１番２
５号

http://www.narakotsu.co.jp

997 森髙建設㈱ 建設業 奈良県 奈良市柏木町３８３番地 http://www.moritaka-kensetsu.co.jp

998 えだ整骨院 医療・福祉 奈良県 生駒市俵口町４５１－１ http://nara-jusei.or.jp

999 ㈱イベント２１
専門・技術サー
ビス業

奈良県 香芝市藤山１丁目３－１５ http://www.event21.co.jp

1000
㈲ミックスジャムデザイ
ン

生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県
奈良市西登美ヶ丘４－２－
２５

http://www.mix-jam.com

1001 ㈱アドスペース
サービス業（他に
分類されないも
の）

奈良県 奈良市富雄北２－１－３ http://www.adspacenara.co.jp

1002 ㈱原田フーズ 卸売業、小売業 奈良県
磯城郡田原本町宮古７１８
－１

http://www.haradafoods.co.jp

1003 ㈲シマナカ 卸売業、小売業 奈良県 北葛城郡広陵町中２２５ http://megmilk1simanaka.okoshi-yasu.net/

1004 玉井産業㈱ 卸売業、小売業 奈良県 磯城郡川西町梅戸３１３

1005
奈良県花き植木農業協同
組合

卸売業、小売業 奈良県
磯城郡田原本町八田２０８
-１

http://www.narakaki.or.jp



1006 ㈱Real　Style 卸売業、小売業 奈良県
大和高田市磯野東１－１０
上田ビル５F

http://www.real-style.co.jp

1007 (株)Ｒ＆Ｃ 医療・福祉 和歌山県 岩出市船戸　220-2
1008 (株)紀南新聞社 情報通信業 和歌山県 新宮市緑ヶ丘　2-1-33 http://www.kinan-newspaper.co.jp

1009
本州化学工業(株)和歌山
工場

製造業 和歌山県 和歌山市小雑賀2-5-115 http://www.honshuchemical.co.jp/

1010 (株)日高新報社
サービス業（他に
分類されないも
の）

和歌山県 御坊市湯川町財部　604 http://www.hidakashimpo.co.jp

1011 貴志川工業(株) 製造業 和歌山県 紀の川市貴志川町前田　22

1012
（社）中庸会特別養護老
人ホーム天美苑

医療・福祉 和歌山県 海南市七山　964-1 http://www.tenbien.jp/

1013 (株)エムテック 製造業 和歌山県 紀の川市桃山町段　420
1014 新中村化学工業(株) 製造業 和歌山県 和歌山市有本　687 http://www.shin-nakamura.com

1015 井脇製缶(株) 製造業 和歌山県 有田市箕島　865

1016 （有）モリイ工芸
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県 長浜市南高田町544番地 http://mk-sign.net/

1017
（株）ケーアイグループ
　長浜自動車学校

教育、学習支援
業

滋賀県 長浜市加田町９５０ http://www.ndrs.jp/

1018
指定訪問介護事業所
ゆうゆうケアサービス

医療、福祉 滋賀県 米原市磯１７２９－１ http://www.yuyu-life.jp/guide/care_service.html

1019 （株）宮本組 建設業 滋賀県 長浜市平方町８３７番地 http://www.miyamoto-gumi.com/

1020 （株）イケダ光音堂
教育、学習支援
業

滋賀県
長浜市八幡中山町４７７番
地

http://www.ikeda-kouondo.com/

1021
（有）フォトハウスアワ
ズ

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県 大津市杉浦町７番１１号 http://www.e510.jp/awazu/

1022
株式会社服部商店　淀工
場

製造業 京都府 京都市伏見区淀美豆町705

1023
株式会社アトリエ創建築
設計

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市下京区四条通新町東
入月鉾町39-2祥栄ビルﾙ8F

http://www.ate-sd.co.jp/

1024 株式会社西川製作所 製造業 京都府
京都市南区吉祥院西浦町
118-3

http://www.ns-nishikawa.com/

1025 エステ＆ヘアサロン椿姫
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市中京区堀川通四条上
ル錦堀川町630

http://www.tsubakihime.jp/hair_salon.php

1026 株式会社中央 卸・小売業 京都府
京都市下京区富小路六条上
ル

http://www.kchuoh.co.jp/index.html

1027 株式会社京果食品 卸・小売業 京都府
京都市下京区中堂寺南町
130-2京都青果センター5F

http://www.kyoka-sk.co.jp/

1028
株式会社アークスコーポ
レーション

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市伏見区羽束師菱川町
3-5

http://www.arx-corp.co.jp/index.html

1029 大登建設株式会社 建設業 京都府
京都市右京区西院西田町
87-1

http://daito-kensetsu.jp/

1030 三研工業株式会社 建設業 京都府
京都市山科区御陵安祥寺町
3-9

http://sanken-j.com/index.html

1031 growingup有限会社
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市左京区鹿ヶ谷西寺ノ
前町31-5

http://www.growingup.co.jp/

1032
株式会社エーエスピーコ
ム

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市上京区下長者町通室
町西入西鷹司町9-3F

http://www.aspcom.co.jp/jp/

1033
株式会社ネットワークビ
ジネスソリューションズ

京都府
京都市南区西九条柳ノ内町
30-1ﾕﾝﾃﾙﾋﾞﾙ5F

http://www.e-nbs.net/

1034 寿フォーム印刷株式会社 製造業 京都府 京都市南区唐橋南琵琶町16 http://www.kotobuki-fp.co.jp/

1035 株式会社ダスキン京女
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市東山区妙法院前側町
451-1

http://d-kyojo.com/

1036 株式会社奥谷組 建設業 京都府
京都市南区吉祥院向田東町
8

http://okutanigumi.jp/



1037
日本カラーフォトスタジ
オ株式会社

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市右京区山ノ内宮前町
5-7

http://www.nihoncolor.co.jp/

1038 松下精機株式会社 製造業 京都府
京都市伏見区久我石原町6-
16

http://www.matsu-sk.co.jp/index.html

1039 山田紙業株式会社 製造業 京都府
京都市南区吉祥院前田町29
番地

1040 大谷株式会社 卸・小売業 京都府
京都市南区上鳥羽北花名町
43

1041 株式会社京野菜かね正 卸・小売業 京都府
京都市北区上賀茂壱町口町
32

http://kyoyasai.co.jp/

1042
合同会社スマイル・フォ
レスト

京都府
京都市山科区勧修寺御所内
町77

http://www.smileforest.jp/company.html

1043 株式会社京都酒販 卸・小売業 京都府
京都市右京区西京極豆田町
15

http://www.kyosyu.co.jp/

1044 光工業株式会社 建設業 京都府 京都市伏見区竹田中島町5 http://hikari-gp.jp/publics/index/2/

1045
ジャパンレジャーサービ
ス株式会社

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市中京区秋野々町531-
4

http://jls-gr.com/

1046 株式会社アンデュマリ 卸・小売業 京都府
京都市中京区烏丸通二条下
ル秋野々町518前田エスエ
ヌビル7F

http://www.undeuxmari.com/

1047 京都紙管工業株式会社 製造業 京都府 京都市伏見区川東町9

1048 株式会社野原光学 卸・小売業 京都府
京都市右京区太秦安井馬塚
町10

http://www.megane-nohara.co.jp/

1049 株式会社中西塗料店 卸・小売業 京都府 京都市右京区西院安塚町98 http://www.nakanishi-paint.com/

1050 株式会社枡儀 卸・小売業 京都府
京都市下京区石不動之町
695

http://www.masugi.co.jp/

1051 株式会社ガモウ関西 販売業 京都府
京都市中京区上松屋町690-
1

http://gamo-kansai.jp/

1052
株式会社ジェイ・サイエ
ンス・ラボ

製造業 京都府
京都市南区上鳥羽火打形町
3-1

http://www.j-science.jp/company/

1053 有限会社中村商店
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府 京都市西京区桂後水町1-1 http://www.cycle-eirin.com/

1054 株式会社谷忠 卸・小売業 京都府
京都市下京区四条通油小路
角

http://www.tanichu-safe.co.jp/

1055 京栄水道株式会社 建設業 京都府 京都市右京区西院金槌町11

1056
オプテックス・エフエー
株式会社

販売業 京都府
京都市下京区中堂寺粟田町
93京都ﾄﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ9号館4F

https://www.optex-fa.jp/

1057 株式会社エコロ２１ 運輸業 京都府
京都市中京区壬生天池町
42-1

http://www.ecolo21.com/

1058 高分子計器株式会社 製造業 京都府
京都市上京区下立売通室町
西入

http://www.asker.co.jp/

1059
株式会社ワールドサービ
ス

運輸業 京都府
京都市伏見区深草西浦町2-
16

1060 有限会社アプリ
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市中京区西の京南聖町
10

http://www.apri-kyoto.jp/index.html

1061 株式会社ミナト 卸・小売業 京都府
京都市南区東九条南河辺町
16

http://www.minato-foods.co.jp/

1062 株式会社ナスカ 製造業 京都府
京都市南区西九条柳ノ内町
83-6

1063 株式会社伊藤常 製造業 京都府
京都市東山区鞘町通五条下
ル

http://www.itotsune.co.jp/

1064 京美染色株式会社 製造業 京都府
京都市上京区智恵光院通丸
太町下ル1筋目東入主税町
949

http://www.kyobiijt.co.jp/

1065
株式会社平安コーポレー
ション

不動産業 京都府
京都市西京区上桂御正町3-
5

http://www.hei-an.co.jp/

1066 ダイトク株式会社 製造業 京都府
京都市西京区川島粟田町
36-28

http://www.bousi-daitoku.co.jp/



1067 社会保険労務士事務所　OFFICE徳平
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市伏見区桃山町丹後
30-7

http://www.tokuhira.com/

1068
アキラカレンダー株式会
社

製造業 京都府 京都市伏見区毛利町112

1069 株式会社あーとにしむら 卸・小売業 京都府 京都市中京区御倉町80 http://www.art-nishimura.com/

1070 株式会社OKD
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市山科区御陵荒巻町2-
10

1071 京都シルク株式会社 卸・小売業 京都府
京都市中京区小結棚町438-
1

http://www.kyotosilk.com/

1072 有限会社きょうじ 製造業 京都府
京都市南区上鳥羽仏現寺町
2

http://www.kyoji.co.jp/

1073 ホットスタイル
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府 京都市南区唐橋西寺町29 http://www.hotstyle-ace.com/

1074 株式会社西田亀 製造業 京都府
京都市南区上鳥羽奈須野町
32

http://nishidakame.co.jp/

1075
株式会社加藤モーター商
会

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市中京区西ノ京中御門
西町72

1076 株式会社辻電機工業所 製造業 京都府
京都市南区上鳥羽南唐戸町
29

1077 株式会社ヤサカ電気 卸・小売業 京都府 京都市上京区中務町491-23 http://www.gionweb.jp/

1078
株式会社中山徹デザイン
事務所

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市中京区御池通間之町
東入高宮町206御池ﾋﾞﾙ4F/B
室

http://www.nakayama-d.com/

1079 洛南電気工業株式会社 建設業 京都府 京都市南区四ツ塚町70 http://www.rakuden.co.jp/

1080 有限会社木下製作所 製造業 京都府
京都市南区東九条西明田町
40-2

1081 株式会社モステック 製造業 京都府
京都市南区吉祥院東浦町6-
1

http://www.mostec.jp/

1082 日本交通株式会社 運輸業 京都府 京都市南区上鳥羽苗代町43 http://www.nihonkotsu.co.jp/index.html

1083 高速タクシー株式会社 運輸業 京都府
京都市伏見区竹田真幡木町
91

http://www.kyoto-jumbo-eco-taxi.com/index.html

1084
株式会社クリーンテクニ
カ

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市伏見区竹田東小屋ノ
内町86

1085 株式会社松浦食器店 卸・小売業 京都府
京都市下京区堀川通松原上
る来迎堂町726番地

http://matsuura-skt.com/

1086 国進印刷株式会社 製造業 京都府
京都市下京区西七条東御前
田町16

http://www.konet.co.jp/

1087 株式会社タナカ善 卸・小売業 京都府 京都市南区上鳥羽西浦町54 http://www.tanakazen.co.jp/

1088 日進食品株式会社 卸・小売業 京都府
京都市南区久世東土川町
297

http://www.nissinfood.jp/

1089 株式会社ユーテック 建設業 京都府
京都市上京区中長者町通西
洞院西入中橋詰町168

1090 株式会社京都島津 卸・小売業 京都府
京都市下京区高倉通四条下
ル高材木町216

http://www.kyoto-shimazu.com/

1091
株式会社カセットミュー
ジアム

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市下京区中堂寺粟田町
93

http://www.ca-mus.co.jp/

1092
株式会社都市不動産鑑定
所

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市中京区烏丸通夷川上
ル少将井町245

http://toshikantei.jp/index.php

1093 林建工株式会社 建設業 京都府
京都市伏見区横大路下三栖
山殿7-1

1094 ムラテックKDS株式会社 製造業 京都府 京都市南区東九条松田町39 http://www.muratec-kds.jp/

1095 杉江電機工業株式会社 卸・小売業 京都府
京都市南区上鳥羽南鉾立町
14-1

http://sugie-denki.com/

1096 株式会社佐々木商店 卸・小売業 京都府
京都市右京区西院東貝川町
92-3

1097 株式会社フジタ 製造業 京都府
京都市山科区東野森野町
46-4

http://www.fujitanet.co.jp/



1098
株式会社東洋エンタープ
ライズ

卸・小売業 京都府 京都市右京区西院松井町6 http://www.water-toyoep.co.jp/

1099
株式会社京都営繕サービ
ス協会

建設業 京都府 京都市南区唐橋堂ノ前町35

1100 エクセレンス株式会社
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市中京区錦小路通烏丸
西入占出山町311アニマー
ト錦2F

http://www.1excellence.com/

1101 株式会社エクザム 情報通信業 京都府
京都市中京区西ノ京西中合
町29

http://www.ekzm.co.jp/

1102
株式会社吉田地図ピー
アールセンター

製造業 京都府 京都市山科区小野御霊町56 http://www.ypr.co.jp/

1103
株式会社デザインハウス
風

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府 京都市北区平野上柳町99-1 http://www.dhkaze.com/aboutus.html

1104 京都薬品工業株式会社 製造業 京都府
京都市中京区西ノ京月輪町
38

http://www.kyoto-pharm.co.jp/

1105 株式会社ヨドケン 卸・小売業 京都府
京都市南区吉祥院仁木ノ森
町23

http://www.yodoken.co.jp/

1106 小田章株式会社 製造業 京都府
京都市中京区西洞院通蛸薬
師上る池須町419

http://www.odasho.co.jp/

1107 カトーテック株式会社 製造業 京都府 京都市南区西九条唐戸町26 http://www.keskato.co.jp/

1108 株式会社壬生電機製作所 製造業 京都府
京都市南区吉祥院仁木の森
町50

https://www.mibudenki.co.jp/

1109 株式会社シモムラ 卸・小売業 京都府
京都市下京区綾小路通油小
路西入西綾小路東半町96

http://www.shimomura-kyo.co.jp/

1110 株式会社松本電機製作所 製造業 京都府
京都市南区東九条西河辺町
6

http://www.matsumoto-electric.com/index.html

1111 有限会社共同設計企画 製造業 京都府
京都市右京区西院上今田町
12

http://www.ksk81.co.jp/

1112 株式会社大興技研
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市伏見区深草西浦町2-
96

http://www.daikogiken.com/

1113 株式会社坂下鉄工所 製造業 京都府 京都市南区久世築山町462 http://www.sakashita-iw.jp/

1114 宏和運輸倉庫株式会社 運輸業 京都府
京都市右京区西京極東大丸
町10-1

http://movement-kowa.com/

1115 三浦シール印刷株式会社 製造業 京都府 京都市右京区西院寿町18-2

1116 有限会社山田鉄工所 製造業 京都府
京都市南区久世中久世町3-
109

1117 有限会社マルシゲ紙器 製造業 京都府
京都市山科区大宅早稲ノ内
町4

http://marushigeshiki.main.jp/

1118 株式会社和装三昧たち花 卸・小売業 京都府
京都市下京区七条御所ノ内
中町64

http://www.kyobi-kyowa.co.jp/

1119
有限会社ひかり　ウェル
フェアひかり

医療・福祉 京都府
京都市伏見区深草ススハキ
町16

1120 株式会社さくら 卸・小売業 京都府
京都市中京区室町通三条上
る役行者町369

1121 株式会社キョーエ 卸・小売業 京都府
京都市下京区西七条八幡町
18

http://www.kyoepaper.co.jp/

1122 株式会社京都製作所 製造業 京都府
京都市南区久世築山町377-
5

http://www.kyotoss.co.jp/

1123 カネリ株式会社 製造業 京都府
京都市下京区高倉通六条下
ル升屋町65

http://www.kaneri.jp/index.html

1124 株式会社文教 卸・小売業 京都府
京都市左京区吉田神楽岡町
56

http://www.bunkyo-itg.co.jp/

1125 京都鰹節株式会社 製造業 京都府
京都市南機吉祥院石原堂ノ
後西町7

http://www.kyoto-katsuo.co.jp/

1126 株式会社アトリエCasha
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市左京区吉田神楽岡町
69

http://www.a-casha.net/

1127
株式会社シー・ビー・
シー

建設業 京都府
京都市南区上鳥羽南唐戸町
81

http://www.cbc-jp.com/

1128 株式会社KSC
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市下京区東洞院通綾小
路下る扇酒屋町289ﾃﾞ･ﾘｰﾄﾞ
ﾋﾞﾙ6F

http://www.kscsoft.co.jp/index.html



1129 株式会社ピスコム
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市山科区勧修寺西北出
町16番地

1130 三和研磨工業株式会社 製造業 京都府
京都府宇治市大久保町上ノ
山22-1

http://www.sanwakenma.co.jp/

1131 株式会社吉川印刷工業所 製造業 京都府
京都市南区吉祥院這登中町
45-1

1132 インフィニティファーム 情報通信業 京都府
京都市右京区常盤窪町15-
19高田ビル3F

http://infinityfarm-ltd.com/

1133 フレンドフーズ有限会社 卸・小売業 京都府
京都市左京区下鴨北園町
10-6

http://www.friendfood.jp/

1134 アイランド工業株式会社 製造業 京都府
京都市南区吉祥院東砂ノ町
52

1135 株式会社坂西商店 卸・小売業 京都府
京都市北区加茂街道葵橋上
る300ｍ

1136 株式会社日興製作所 製造業 京都府
京都市伏見区深草向川原町
3-1

1137 株式会社ビードリーム
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市中京区油小路通竹屋
町下ル橋本町494-1

http://www.beedream.co.jp/

1138 株式会社嵯峨野不動産 不動産業 京都府
京都市右京区山ノ内荒木町
7-58

1139 株式会社まるなか 卸・小売業 京都府 京都府八幡市八幡御馬所11
1140 株式会社プレーベル 卸・小売業 京都府 京都市山科区西野山階町45 http://www.prevell.co.jp/index.html

1141 田中電気株式会社 製造業 京都府
京都市左京区田中大堰町
52-2

http://www.tanakaelectric.com/index.html

1142 株式会社ソシアス
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市南区東九条西岩本町
34-9

1143 株式会社広瀬製作所 製造業 京都府
京都市中京区西ノ京西中合
町38

http://www.hirose-kyoto.co.jp/

1144 株式会社荒松製作所 製造業 京都府
京都市南区東九条南河辺町
18-2

http://aramatsu.com/

1145 共同倉庫株式会社
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市中京区西ノ京職司町
22

1146 三好会計事務所
専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市中京区西ノ京笠殿町
161

http://www.miyoshikaikei.jdlibex.jp/

1147 有限会社杉本工藝 卸・小売業 京都府
京都市上京区智恵光院通中
立売下る山里町236-1

http://www.sugikake.jp/

1148 熊本捺染有限会社 製造業 京都府
京都市右京区西院清水町
82-2

1149 株式会社塚腰サービス 運輸業 京都府
京都市下京区木津屋橋通大
宮東入上之町444

http://www.tsukagoshi.ne.jp/index.htm

1150 有限会社塚腰ロジコム 運輸業 京都府
京都市下京区木津屋橋通大
宮東入上之町444

1151 株式会社塚腰運送 運輸業 京都府
京都市下京区木津屋橋通大
宮東入上之町444

1152
株式会社サン・パート
ナー

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市下京区木津屋橋通大
宮東入上之町444

1153 株式会社鳥せゑ 飲食店・宿泊業 京都府
京都市伏見区東大手町779
油長ﾋﾞﾙ3F

http://www.torisei.com/index.html

1154 太平工業株式会社 建設業 京都府 京都市右京区西院金槌町8 http://www.shimadzu.co.jp/taihe/index.html

1155 有限会社黎明美容室
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市中京区錦小路通高倉
西入西魚屋町607-101

http://www.reimei-group.co.jp/

1156 株式会社人文書院 製造業 京都府
京都市伏見区竹田西内畑町
9

http://www.jimbunshoin.co.jp/

1157 株式会社ゴリップ 飲食店・宿泊業 京都府
京都市下京区中堂寺坊城町
28-5革命ﾋﾞﾙ

http://www.golip-holdings.com/

1158 土佐商行株式会社 卸・小売業 京都府
京都市北区衣笠東御所ノ内
町46

http://www.yamanokikaiya.com/



1159 株式会社戸川 卸・小売業 京都府
京都市南区東九条南石田町
77

http://www.kyoto-togawa.co.jp/

1160 株式会社ミズタニ
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市南区吉祥院宮ノ西町
27番地

http://www.kaspa.or.jp/factory/000027.html

1161 大本染工株式会社 製造業 京都府
京都市伏見区横大路千両松
町201

http://www.omotosenko.com/

1162
ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ株式会社ｴｸｼﾌﾞ
京都八瀬離宮

飲食店・宿泊業 京都府
京都市左京区八瀬野瀬町
74-1

http://reserve.resort.co.jp/hotels../xiv/kyouto/index.html

1163
株式会社扶桑プレシジョ
ン

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市下京区五条通烏丸西
入醍醐町284

http://www.fuso.co.jp/

1164 西垣金属工業株式会社 製造業 京都府
京都市南区久世築山町377-
6

http://www.nishigaki-248.com/

1165 Ｆｅｅｌ
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市右京区西院三蔵町9
リエス西院613

http://www.salon-feel.jp/

1166 株式会社シミズ工業
電気・ガス・熱
供給・水道業

京都府
京都市山科区西野山射庭ノ
上町300

http://www.shimizu-ind.com/

1167
平安キャノン事務機株式
会社

卸・小売業 京都府
京都市南区上鳥羽北塔ノ本
町30

http://www.h-canon.co.jp/

1168 株式会社松浦建設 建設業 京都府
京都市右京区西京極新明町
44

http://www.matsuura-group.co.jp/

1169 株式会社大黒商会 卸・小売業 京都府 京都市右京区西院平町10 http://www.daikoku-sk.co.jp/

1170
株式会社ライズコーポ
レーション

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市中京区室町通錦小路
上ル山伏山町558三洋室町
ﾋﾞﾙ

http://www.rise-corp.co.jp/index.html

1171 有限会社落合工芸
専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市右京区西京極郡町46
ラビットハイツ1Ｆ

http://www.ochiaikougei.com/

1172 有限会社セブンズ
教育・学習支援
業

京都府
京都市上京区河原町通丸太
町上ル桝屋町363河原町丸
太町ﾋﾞﾙ2F

http://www.sevens7.com/

1173 株式会社IWAKI STYLE 建設業 京都府
京都市下京区立売中之町
105モンブランビル7階

http://www.iwaki-k.com/

1174 有限会社オフィス京都
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市下京区七条御所ノ内
中町24-4

1175 株式会社有田製作所 製造業 京都府
京都市南区吉祥院仁木ノ森
町27

http://arita-fct.com/

1176 株式会社三紅
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市下京区七条通猪熊東
入西八百屋町138

http://kyoto-sanko.co.jp/

1177 有限会社コーユー企画 製造業 京都府
京都府長岡京市神足一丁目
3-10

1178
株式会社エーアイイー
ジャパン

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市中京区間之町通御池
下ル綿屋町528烏丸エルビ
ル6F-602

1179
有限会社タカラプラス
チック

製造業 京都府
京都市伏見区久我森の宮町
6-26

http://www.takara-pla.com/index.htm

1180 NIC株式会社 情報通信業 京都府
京都市下京区四条大宮東入
る立中町502番地

http://nic-ltd.net/

1181 株式会社京電 建設業 京都府
京都市西京区大原野灰方町
8-8

http://kyouden-kyoto.co.jp/

1182 有限会社ウェイズ
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府 京都市上京区挽木町540 http://ways.bz/

1183
株式会社京都インシュア
ランス

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市右京区山ノ内池尻町
6番地京都四条グランドハ
イツ1F

http://www.onoff.jp/

1184
株式会社グッドスマイル
インターナショナル

卸・小売業 京都府
京都市左京区岩倉忠在地町
362-1

http://www.good-smile21.jp/

1185
医療法人社団祐森歯科医
院

医療・福祉 京都府
京都市左京区上高野諸木町
50-1



1186 hair Qril（ﾍｱｸﾘﾙ）
専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市中京区木之下町2982
階（姉小路堺町西入る南
側）

http://www.hairqril.com/

1187 株式会社イタショク 卸・小売業 京都府
京都市下京区醒ヶ井通仏光
寺上ル要法寺町428

http://www.itashoku.net/index.htm

1188 OVACO HAIR
専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市左京区松ヶ崎壱町田
町4-1きんこん館1F

http://ovaco.jp/

1189 山本歯科口腔外科医院 医療・福祉 京都府
京都市中京区新京極通六角
下る東入桜之町446

http://yamamoto-oralclinic.com/

1190
医療法人　白美会（ﾊｸﾋﾞｶ
ｲ）

医療・福祉 京都府
京都市左京区一乗寺清水町
13ウィングス921F

http://www.hakubikai.jp/

1191 株式会社大出版社
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市下京区二帖半敷町
646ﾀﾞｲﾏﾙﾔ四条烏丸ﾋﾞﾙ5F

http://dai.co.jp/

1192
医療法人社団洛歯会中田
歯科クリニック

医療・福祉 京都府
京都市西京区桂木ノ下町
31-2

http://nakata-dental.com/

1193 株式会社PLUS（ﾌﾟﾙｽ）
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市伏見区深草中ノ島町
3-5

1194 有限会社矢野設備 建設業 京都府
京都市南区久世川原町192-
14

http://yanosetsubi.co.jp/

1195 株式会社MI工房
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府 京都市右京区梅津神田町10 http://www.mi-kobo.net/corporate/index.html

1196 NPO法人エンゼルネット 医療・福祉 京都府 京都市伏見区東大手町749 http://angelnetmomoyama.info/

1197 株式会社田丸彌 卸・小売業 京都府
京都市上京区堀川通上立売
上ル竹屋町581

http://www.geisya.or.jp/~tamaruya/index.html

1198
NPO法人クリエイター育成
協会

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市下京区西洞院通七条
下る東塩小路町607-10サン
プレ京都ビル4F

http://cra.jp/

1199 しまもと眼科 医療・福祉 京都府
京都市中京区西ノ京職司町
72ウエストフィールド103

http://www.shimamoto-ganka.jp/

1200 京都樹脂株式会社 製造業 京都府
京都市下京区西七条名倉町
29

http://www.k14co.com/

1201 京のおせん処田丸彌 製造業 京都府 京都市北区紫竹東高縄町5 http://www.geisya.or.jp/~tamaruya/

1202 担担千本丸太町店 飲食店・宿泊業 京都府 京都市上京区小山町89

1203 株式会社八代目儀兵衛 卸・小売業 京都府
京都市下京区西七条南衣田
町67-1F

http://www.hachidaime.com/

1204 タナカ歯科医院 医療・福祉 京都府
京都市伏見区醍醐高畑町
30-9アッシジイグジット1
階東側

http://www.tdc1182-implant.com/

1205 京都ロンド株式会社
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府 京都市伏見区淀美豆町457 http://www.rondo-group.com/

1206
ロンドフードサービス株
式会社

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市伏見区下鳥羽北ノ口
町51

http://www.rondo-group.com/

1207
システムプロデュース株
式会社

情報通信業 京都府
京都市下京区烏丸通五条下
ル大坂町400三善ビル

http://www.sysp.co.jp/index.html

1208 株式会社スカイセンス 情報通信業 京都府
京都市中京区錦小路通室町
東入占出山町308ヤマチュ
ウビル5F

https://www.skysense.co.jp/

1209 株式会社システム創見 情報通信業 京都府
京都市下京区柳馬場通松原
下ル忠庵町310番地

http://system-souken.co.jp/main/

1210 飯田歯科センター 医療・福祉 京都府
京都市左京区岡崎北御所町
52

http://www.pio-clinic.co.jp/iida/

1211 株式会社マキノデンキ 卸・小売業 京都府
京都府宇治市伊勢田町名木
2丁目1-203

http://www.makinodenki.com/

1212 株式会社松永文商店 卸・小売業 京都府
京都市東山区三条通古川町
東入分木町75番地

1213 株式会社レオタニモト 卸・小売業 京都府
京都市右京区西院西今田町
19

http://www.leotanimoto.co.jp/

1214 株式会社オルソ・ラボ 飲食店・宿泊業 京都府
京都市上京区下長者町通新
町東入ル西鷹司町4



1215
有限会社イン・ザ・ムー
ド

卸・小売業 京都府
京都市伏見区下鳥羽六反長
町128

http://inthemood.co.jp/

1216 株式会社大入商店 卸・小売業 京都府
京都市中京区堀川通蛸薬師
上ル壺屋町263番地

1217 有限会社一善や 製造業 京都府
京都市左京区田中東高原町
39-1

1218 株式会社富士精工 製造業 京都府
京都市南区吉祥院石原東の
口21-1

1219 有限会社なべしま 卸・小売業 京都府
京都市中京区新町通六角下
ル六角町366番地

http://kyoto-nabeshima.com/

1220 有限会社アイ・ワーク
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市北区小山北上総町
10-1MYCROFTビル2F

http://iwork-pro.jp/about.html

1221 株式会社島津法衣佛具店 卸・小売業 京都府
京都市右京区西京極郡町
103-3

http://www.shimazu-houibutsugu.co.jp/

1222 有限会社中央工機 製造業 京都府 京都市南区久世殿城町93-1 http://chuokoki.jimdo.com/

1223 細谷株式会社 卸・小売業 京都府
京都市中京区室町通三条下
ル烏帽子屋町476-2

1224 株式会社ひでみ企画
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市中京区壬生松原町3-
12

http://www.hidemikikaku.co.jp/

1225 石井工業株式会社 建設業 京都府
京都府京田辺市大住大峰7-
1

1226 株式会社スリーエース 情報通信業 京都府
京都市下京区万寿寺通高倉
東入官社殿町199

http://www.3ace-net.co.jp/

1227 株式会社大西電装
電気・ガス・熱
供給・水道業

京都府 京都市南区久世大薮町270

1228 橋爪鉄工株式会社 製造業 京都府
京都市南区吉祥院西定成町
23

1229 株式会社白梅モータース 卸・小売業 京都府
京都市北区平野上八丁柳町
63

http://www.hakubai.co.jp/index.html

1230 株式会社ワークス京都
電気・ガス・熱
供給・水道業

京都府
京都市南区上鳥羽山ノ本町
39

http://works-kt.com/

1231 株式会社ゴーウェル 卸・小売業 京都府
京都市右京区西院平町25番
地

http://www.gowell.ne.jp/

1232
アイ・ティ・シー株式会
社

情報通信業 京都府
京都市下京区中堂寺粟田町
93番地KRP6号館213号

1233 成田株式会社 卸・小売業 京都府
京都市下京区高辻通西洞院
西入永養寺町249番地

1234 株式会社学進館
教育・学習支援
業

京都府
京都市中京区御池通室町東
入竜池町448番地2伊と幸ビ
ル4F

http://gakushinkan.net/

1235
株式会社スリーアドバン
ス

情報通信業 京都府
京都市西京区川島調子町
63-1

http://3advance.jp/gaiyou.html

1236 株式会社モリタ屋 卸・小売業 京都府
京都市中京区猪熊通四条上
る錦猪熊町521

http://www.moritaya-net.com/index.html

1237 株式会社ハウスクエスト 不動産業 京都府
京都市左京区聖護院川原町
37-4-1

http://chintai.house-q.co.jp/

1238 株式会社久利匠 製造業 京都府
京都市右京区嵯峨天竜寺造
路町33-25

http://www.kurisho.com/

1239
株式会社インターデザイ
ン

専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市中京区夷川通寺町西
入丸屋町693

http://www.interdesign.co.jp/

1240
トータルビューティー＆
ヒーリングクール

専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市宇治市五ヶ虎西浦
37-1-3

1241 カット倶楽部WAKAKUSA
専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市中京区御池通小川西
入下古城町398

http://www.hennakyoto.com/

1242 株式会社イオンガード
専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市右京区西京極堤下町
10-6

http://aeonguard.web.fc2.com/

1243 株式会社エープラス 情報通信業 京都府 京都市中京区占出山町308

1244
株式会社ロイヤルグリー
ン

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府 亀岡市上矢田町岩田27



1245 株式会社SNIP
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市西京区上桂前田町16
番地

http://www.hairsnip.jp/index.html

1246 株式会社ラインアイ 製造業 京都府
京都市南区唐橋西平垣町39
の1丸福ビル4F

http://www.lineeye.co.jp/index.html

1247
株式会社TSエンジニアリ
ング

建設業 京都府
京都市右京区西京極大門町
24番地1

http://tseng.co.jp/

1248 有限会社Viva Stars
専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市右京区西院巽町32番
地ヴィヴァーチェ西院1F

1249 吉川鍼灸接骨院 医療・福祉 京都府
京都市西京区大枝西新井町
5-1-B

1250 PCL株式会社 製造業 京都府
京都府久世郡久御山町佐古
外屋敷35-1

http://www.pcl-japan.com/index.html

1251 有限会社キッス 卸・小売業 京都府
京都市右京区西京極午塚町
17

http://www.kiss-kyoto.jp/

1252 株式会社太鼓センター 販売業 京都府
京都市下京区高辻大宮町
113-4

http://www.taiko-center.co.jp/

1253 廣田治木芸有限会社 製造業 京都府
京都市右京区梅ヶ畑中田町
4

http://www.h-mokugei.jp/index.html

1254 有限会社motion
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市上京区河原町丸太町
東入俵屋町463-8エレガン
ト鴨川1F

1255 Rail LEAD TO BEAUTY
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市下京区西洞院五条下
小柳町496-2K.Mビル1F

http://rail-beauty.com/

1256 Dari K株式会社 卸・小売業 京都府
京都市中京区三条通神泉苑
西入今新在家西町22番地和
泉ハイツ1階

http://www.dari-k.com/

1257 株式会社うさかめ 医療・福祉 京都府
京都府宇治市小倉町南浦
15-31

1258
ヘルパーステーションの
ぞみ

医療・福祉 京都府
京都市中京区壬生森前町8-
71

1259 株式会社Ailz
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市左京区吉田神楽岡町
9-22fleursビル4階

http://www.fleurs.jp/

1260 株式会社レイ・ビー
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市中京区錦小路通高倉
東入中魚屋町511

1261 清水長金属工業株式会社 製造業 京都府 京都市南区西九条高畠町31 http://www.shimizucho.com/

1262
ミニストップ亀岡運動公
園前店

卸・小売業 京都府 亀岡市曽我部穴太大塚54 http://www.ministop.co.jp/

1263 宝田工業株式会社 製造業 京都府
京都市右京区西京極南庄境
町7-1

http://www.hohden.co.jp/

1264 バンテック株式会社 情報通信業 京都府
京都市下京区綾小路通新町
東入善長寺町143マスギビ
ル

http://www.vansoft.co.jp/

1265 室元剛税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市下京区四条通西洞院
西入傘鉾町58番地1タイ
ガービル3F

1266 endive
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市右京区西京極前田町
81

1267 コスモ機器株式会社 製造業 京都府
京都府久世郡久御山町下津
屋川原18番地

http://www.cosmokiki.co.jp/

1268
医）社団進耀会　せきに
し歯科医院

医療・福祉 京都府
京都府京田辺市興戸和井田
1番地4

1269
原口社会保険労務士事務
所

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市伏見区東浜南町691-
19

http://www.haraguti.co.jp/

1270 株式会社匠和不動産 不動産業 京都府
京都市下京区錬横町239オ
リオン五条ビル9F

http://www.showa-f3.jp/

1271 池税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

京都府
京都府京都市中京区夷川通
西洞院西入東夷川町６３６
−４



1272 紫絋株式会社 製造業 京都府
京都市上京区大宮寺之内通
上る西入東千本町411

http://www.itaro-genji.com/

1273 丸京染色株式会社 製造業 京都府
京都市中京区大宮通六角下
ル六角大宮町226

1274
株式会社セットアップ
ウィン

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市下京区五条高倉角21
堺町ウエダビル204号

http://setup-win.co.jp/

1275 株式会社H.S.B 運輸業 京都府
京都市南区吉祥院這登中町
50-1

1276 株式会社さわらぎ 製造業 京都府
京都府久世郡久御山町野村
村東94-1

http://www.sawaragi.jp/

1277 株式会社ハウツーホーム 医療・福祉 京都府
京都府宇治市小倉町神楽田
14-1ジュネス神楽田5F

1278 FREE,整骨院きむら
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市右京区西院清水町4-
2サンサーラなかじま1F

1279 Luci Hair
専門・技術サー
ビス業

京都府
京都府向日市物集女町御所
海道1-12

http://luci-hair.jp/

1280 株式会社ビバ
専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市下京区烏丸通仏光寺
下る大政所町680-1第八長
谷ビル2F

http://www.viva-co.co.jp/

1281 株式会社ドゥ　ヤスイ 卸・小売業 京都府
京都市西京区松室地家町
35-4

1282 株式会社I sis 卸・小売業 京都府
京都市右京区西院安塚町1
番地スーパーオートバック
ス内1階

1283
サンロジスティック株式
会社

建設業 京都府
京都府向日市寺戸町大牧6-
18

1284
株式会社Ｔ・Ｓコーポ
レーション

飲食店・宿泊業 京都府
京都市南区東九条柳下町
51-6

http://www.ts-corp.co.jp/

1285 室内装飾ヤマグチ 建設業 京都府
京都市南区吉祥院宮ノ東町
23

http://kyoto-yamaguchi.blogspot.jp/

1286 ヘアーミュージアムRYE
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市南区西九条比永城町
118

http://www.keyperson-hair.com/rye/index.html

1287 ワールド商会
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市上京区下立売通猪熊
西入橋西二町目622

1288 株式会社美濃利栁瀬商店 製造業 京都府
京都市中京区柳馬場通松原
下る忠庵町303番地

http://www.kyo-chouchin.com/

1289
株式会社ヘルスファクト
リー

医療・福祉 京都府 京都市山科区御陵原西町3

1290 学校法人　京都中央学院
教育・学習支援
業

京都府
京都市下京区油小路通塩小
路下る西油小路町27

1291
株式会社デルタ自動車教
習所

自動車教習所 京都府
京都市右京区西院安塚町6
番地

http://www.delta2-4.co.jp/

1292
有限会社ラ・ポールおと
くにケアサービス

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府 京都府乙訓大山崎広敷1-24 http://care-net.biz/26/rapport-otokuni/

1293
特定非営利活動法人　芦
生自然学校

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都府南丹市美山町芦生ス
ケ尻14-2

http://ashiu.org/

1294 有限会社ヒロミ・アート 製造業 京都府
京都市西京区嵐山朝月町
20-8

http://hiromi-art.jp/

1295 株式会社ヴィ企画
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府 京都市南区久世殿城町332 http://www.v-planning.co.jp/

1296 株式会社風雅 医療・福祉 京都府
京都市左京区一乗寺中ノ田
町69ブリッセラ・アン3F

1297 イケダ労務管理事務所
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市山科区四ノ宮泓（ｼﾉﾐﾔ

ﾌｹ）2-1
http://www.smile.jpn.ac/ikeda/

1298
社会福祉法人　同胞会
同胞の家

医療・福祉 京都府
京都府宇治市小倉町西山
44-4

http://www.douhounoie.jp/



1299 株式会社奥田商店 卸・小売業 京都府
京都市山科区北花山大林町
64番地

http://www.kent-okuda.com/

1300 株式会社アルケル 医療・福祉 京都府
京都市上京区主税町826番
地28

http://www.alkel.jp/

1301 株式会社CURE 医療・福祉 京都府
京都市西京区下津林大般若
町180番地ロイヤルシティ
桂1F

http://cure-hone.com/

1302 みつたけ 卸・小売業 京都府
京都市下京区朱雀分木町関
連11号棟

http://mitsutake.hp.gogo.jp/pc/index.html

1303 株式会社ヒカリ無線 卸・小売業 京都府
京都市北区上賀茂岡本口町
63

http://www.hikari-senka.com/

1304 セブンスリット株式会社 卸・小売業 京都府
京都市伏見区久我本町12番
地11朝日プラザ伏見桂川
211

1305 株式会社中藏 建設業 京都府
京都市中京区西ノ京池ノ内
町24-12

http://www.th-nakakura.co.jp/

1306 FRAU
専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市下京区西七条南東野
町88

1307
デザインスタジオ　シン
ク

専門・技術サー
ビス業

京都府
京都府宇治市菟道（ﾄﾄﾞｳ）東
隼上り5番地の7

1308 株式会社トライマント 製造業 京都府
京都市中京区間之町通夷川
上る楠町588-2

http://www.trimunt.co.jp/

1309 オフィスコ税理士法人
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都府向日市寺戸町東野辺
3番地9

http://offisco.jp/

1310 株式会社デヴァシオン 建設業 京都府
京都府宇治市槇島町十一
67-1デヴァシオンビル2F

http://www.devacion.co.jp/

1311
株式会社クラウドクリエ
イティブスタジオ

情報通信業 京都府
京都市下京区東洞院通綾小
路下ル扇酒屋町289番地
デ・リードビル603号室

1312 株式会社YAYOI BRAINS
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市西京区桂南巽町128-
3山内ビル3階

http://yayoi-brains.com/yb_company-about.html

1313 株式会社中嶋象嵌 製造業 京都府
京都市右京区嵯峨天竜寺瀬
戸川町10-3

http://www.nakajima-zougan.jp/

1314 有限会社リファイン
専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市中京区壬生天池町1-
7

http://www.refine-kimono.com/index.html

1315 内藤印刷株式会社 製造業 京都府 京都府亀岡市西町39 http://naitoprint.jp/index.html

1316 株式会社アイシーエル
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市下京区函谷鉾町80京
都産業会館2階

http://www.icl-web.co.jp/

1317 株式会社FUKUDA 卸・小売業 京都府
京都市山科区大宅向山6番
地

http://fukuda-lub.co.jp/

1318 アグループ株式会社 卸・小売業 京都府 京都市右京区花園伊町27 http://www.agroop.com/

1319 有限会社エヌオーエム 医療・福祉 京都府
京都市南区吉祥院三ノ宮西
町85番地

1320 株式会社アイキューブ 卸・小売業 京都府
京都市右京区西京極畔勝町
43

http://www.icube-op.jp/

1321 リラクゼーション楽種
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市中京区新町通四条上
ル小結棚町440三放ビル1階

http://www.raku-dane.com/

1322 株式会社田中ケース 製造業 京都府
京都市中京区富小路通六角
上る朝倉町545

http://tanaka-case.co.jp/

1323 S・S・C株式会社 卸・小売業 京都府 京都市伏見区上板橋町513

1324 株式会社ジョイナス
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市北区大宮東総門口町
40番地

http://www.lju.co.jp/

1325 有限会社右脳教育研究所
教育・学習支援
業

京都府
京都市中京区東洞院御池下
ル笹屋町436永和御池ビル
403号

1326 有限会社ハッピーダム
専門・技術サー
ビス業

京都府
京都府宇治市宇治宇文字2-
28



1327
システムサービス株式会
社

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市右京区山ノ内宮脇町
19-3ヴィラドリーム1F

1328 美容室　貴彩
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都府木津川市兜台3丁目
2-8

http://www.k-kimiiro.com/index.html

1329
社会保険労務士　小林
新治・事務所

サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市北区小山東元町22番
地1

http://www.koba-net.co.jp/

1330
株式会社同志社エンター
プライズ

教育・学習支援
業

京都府
京都市上京区新町今出川下
る徳大寺殿町345

http://www.doshisha-ep.co.jp/

1331 株式会社バックス画材 卸・小売業 京都府
京都市左京区一乗寺樋の口
町9

http://backsgazai.com/

1332 ゆらく接骨院 医療・福祉 京都府
京都市西京区川島六ノ坪町
92-3

http://yuraku-sekkotsu.com/

1333
有限会社イデア・ス
チューディオ

卸・小売業 京都府
京都市上京区西上善寺町
181-1UEBABLDG1F

1334 とんかつ豚ゴリラ 飲食店・宿泊業 京都府
京都市中京区聚楽廻西町サ
ンマンション丸太町1F

http://tonkatsu-butagorira.newshop.jp/

1335 梅原鍼灸整骨院
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市下京区天神前町350-
2モア西桐院1F

1336 株式会社EVERESTRY
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市下京区中堂寺南町
1348F

http://www.everestry.co.jp/

1337 株式会社和光舎
専門・技術サー
ビス業

京都府 京都市伏見区新町3丁目487 http://www.wakohsha.com/

1338 有限会社マツヤマ 卸・小売業 京都府
京都府亀岡市追分町馬場通
り21-16

http://www.matsuyamanet.com/index.html

1339 株式会社adc 情報通信業 京都府
京都市東山区東山通り10条
下る祇園町南側529ケント
ビル2階

1340 株式会社グローアップ
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都府宇治市槙島町南落合
84-6

1341 株式会社桶谷製作所 製造業 京都府
京都市南区久世築山町376
番地7KKD会館2F

http://www.e-oketani.co.jp/index.html

1342 サンガ株式会社
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都府宇治市小倉町蓮池
147-9

1343 株式会社ゼネック 情報通信業 京都府
京都市中京区烏丸通御池上
ル二条殿町552明治安田生
命京都ビル

http://www.genech.co.jp/

1344 株式会社青木光悦堂 卸・小売業 京都府
京都市山科区大宅御所田町
30-3

http://aokikouetudou.com/

1345 エリゾン
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市南区東九条西岩本町
10-2朝日商事本社ビル3F

1346 有限会社ワンスリー
教育・学習支援
業

京都府
京都市伏見区桃山町松平筑
前10番地筑前ビル3階

1347 桜栄印刷株式会社 製造業 京都府
京都市下京区西七条西石ヶ
坪町7番地の2

http://www.oa-print.com/

1348 株式会社ITS
サービス業（他
に分類されな
い）

京都府
京都市伏見区下鳥羽城ノ越
町136-3-102

1349 安永壁産株式会社 建設業 京都府
京都市山科区音羽前出町
41-19

1350 株式会社やま忠 製造業 京都府
京都市右京区西院西見川町
74番地1

http://www.yamachu-clinic.co.jp/index.html

1351 株式会社丸嘉 卸・小売業 京都府
京都市伏見区横大路貴船
114

http://www.muku-flooring.co.jp/

1352 株式会社アペイロン 情報通信業 京都府
京都市中京区玉蔵町121美
濃利ビル5階

http://www.a-peiron.com/



1353 有限会社カムデン 卸・小売業 京都府
京都市左京区一乗寺樋ノ口
町38

1354 有限会社ピエス
その他のサービ
ス業

京都府
京都市中京区堺町通三条下
ル道祐町137-1堺町ビル1階

1355
Hair oasis biotope（ﾍｱｰ
ｵｱｼｽﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ）

専門・技術サー
ビス業

京都府 宇治市木幡東中12-2 http://biotope-kyoto.com/nico/index.html

1356 株式会社特殊高所技術 建設業 京都府
京都市南区吉祥院三ノ宮町
一番地

http://www.tokusyu-kousyo.co.jp/

1357 株式会社日光電機製作所 製造業 京都府
京都府八幡市下奈良小宮1
番地

http://www.nikkou-denki.com/index.html

1358 株式会社黒香師工房 製造業 京都府
京都市上京区室町通今出川
上る築山南半町240

http://kurokashi-kobo.com/

1359 株式会社中西工藝
その他のサービ
ス業

京都府
京都市左京区静市市原町
174

http://nakanishikogei.com/index.html

1360 株式会社吉本
その他のサービ
ス業

京都府
京都市中京区猪熊通三条下
ル三条猪熊町648

http://www.kimono-yoshimoto.co.jp/

1361 ハイデック株式会社 製造業 京都府
京都市山科区大宅神納町6
番地

http://www.hidec-kyoto.jp/

1362 株式会社ユビックス
その他のサービ
ス業

京都府
京都府長岡京市馬場見場走
り17-5

https://www.yubix.org/

1363
株式会社清弘エンジニア
リング

建設業 京都府 京都市南区上鳥羽馬廻48-1 http://www.seiko-e-g.co.jp/

1364 ミヤケ電子工業株式会社 製造業 京都府
京都市山科区勧修寺福岡町
280

http://www.miyakedensi.co.jp/

1365 野菜ダイニング　薬師 飲食店・宿泊業 京都府
京都市中京区河原町通三条
下ル大黒町42番3山新ビル
3F

1366 岩本繊維株式会社 製造業 京都府
京都市西京区桂上野中町76
番地

http://www.iwamoto-senni.co.jp/

1367 有限会社BESTPLAY 製造業 京都府
京都市西京区上桂東ノ口町
129

http://bpn.jp/

1368 信栄印刷株式会社 製造業 京都府
京都市伏見区竹田向代町川
町22番地4

1369 豊栄繊維株式会社 製造業 京都府
京都市上京区今出川通大宮
西入元北小路町172番地

http://www.hoeisen-i.co.jp/

1370 株式会社アルティム 不動産業 京都府
京都市下京区中堂寺庄ノ内
町56-8五条ビル2F

http://www.ultim.co.jp/

1371
戸山社会保険労務士事務
所

その他のサービ
ス業

京都府
京都府宇治市五ヶ庄二番割
43-2

1372
大久保社会保険労務士事
務所

その他のサービ
ス業

京都府
京都市右京区西京極中沢町
1-13-2-212

http://www.ohkubo-sr.com/

1373
上来社会保険労務士事務
所

その他のサービ
ス業

京都府
京都市南区久世上久世町
805-23

1374
ひかり社会保険労務士法
人

その他のサービ
ス業

京都府
京都市中京区烏丸通夷川上
る少将井町222番地シカタ
オンズビルディング301号

1375 株式会社黒坂塗装工業所 製造業 京都府
京都府綴喜郡宇治田原町大
字立川小字金井谷19番地の
16

http://www.kurosaka.co.jp/

1376 株式会社クリーン精光 製造業 京都府
京都市伏見区南寝小屋町7
番地

http://cleanseiko.a.la9.jp/

1377 株式会社美和 製造業 大阪府 京都市右京区西院矢掛町26

1378
株式会社ゴトウライフク
リエイション

医療・福祉 京都府
京都市上京区河原町丸太町
下る伊勢屋町405

http://gotolifecreation.com/index.html

1379 株式会社たにぐち 卸・小売業 京都府
京都市上京区丸太町通黒門
東入藁屋町525

http://www.taniguchi-inc.co.jp/

1380 KES社労士事務所
その他のサービ
ス業

大阪府
大阪市中央区天満橋京町2-
6天満橋八千代ビル別館2階

http://www.e-sr.info/

1381 有限会社大舎人座 卸・小売業 京都府
京都市上京区大宮通五辻上
る西入紋屋町323

1382
有限会社モダンプラネッ
ト

卸・小売業 京都府 京都市上京区西社町190

1383 アイシス
専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市伏見区桃山町正宗
42-8



1384
オートクチュール・ラン
コントレ

生活関連サービ
ス・娯楽業

京都府 京都市右京区太秦西野町20 http://www.h-c-r.jp/

1385 鉄板匠　暁 飲食店・宿泊業 京都府
京都市北区大宮北椿原町45
五十嵐ビル1階

1386 株式会社プライマル 情報通信業 京都府
京都市中京区御池通室町上
ル御池之町314IAビル3F

http://www.primal.co.jp/

1387 株式会社ISC
教育・学習支援
業

京都府
京都市北区小山西大野町79
番地5

1388 株式会社テイスト 製造業 京都府
京都市中京区西ノ京南円町
84

http://taste.jp/

1389 株式会社ふくじゅ 卸・小売業 京都府
京都市下京区仏光寺通室町
東入釘隠町246

1390 西京漬　京馬
製造、卸・小売
業

京都府
京都市南区久世大藪町490-
1

http://www.kaisen-kyo-ma.com/index.html

1391 合同会社　さと 医療・福祉 京都府
京都市山科区北花山河原町
27-7

1392 株式会社デザオ建設 建設業 京都府
京都市山科区西野櫃川町
50-1

http://dezao.com/

1393 株式会社竹定商店 製造業 京都府 京都市右京区太秦桂木町6 http://www.takesada-shoten.co.jp/

1394 株式会社昭和商会 製造業 京都府 京都市右京区西院春日町2 http://www.showashokai.co.jp/

1395
㈲京都新聞　長岡京市販
売所

卸・小売業 京都府 長岡京市開田2-5-6

1396 合同会社　京都瑠璃雛菊
その他のサービ
ス業

京都府
京都市下京区上珠数屋町通
東洞院西入上珠数屋町332
番地1

http://www.kyotorurihinagiku.com/

1397 株式会社Ｊ・Ｐ・Ｆ 製造業 京都府
京都市南区上鳥羽塔ノ森紫
東町1-1

http://jp-factory.co.jp/

1398
ひさだアートインダスト
リー株式会社

専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市中京区三条通油小路
東入塩屋町35

http://hisada1899.com/

1399 SAテクノロジー株式会社 製造業 京都府
京都市伏見区日野西大道町
76番地7

1400 サムライ剣舞株式会社
その他のサービ
ス業

京都府
京都市東山区三町目35-7ネ
オアートビルBF1階

http://www.samurai-kembu.jp/jn/

1401 BLUE natural style
その他のサービ
ス業

京都府
京都市伏見区桃山町丹後
13-3陵南ハイツ1階

http://blue-ns.com/

1402 くきはら技工株式会社 製造業 京都府
京都市伏見区羽束師菱川町
559-56

1403 みやび総業株式会社
その他のサービ
ス業

京都府
京都市中京区釜座通三条上
ル突抜町807

http://www.miyabi-yuki.jp/

1404
株式会社マツシマホール
ディングス

卸・小売業 京都府 京都市右京区西院寿町40-3 http://matsushima-hd.co.jp/

1405
フルーツドロップス　高
橋真一郎

専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市中京区烏丸通御池上
ル二条殿町543-54Ｆ

http://www.fruitdrops.jp/

1406 株式会社コンサルタント
その他のサービ
ス業

京都府
京都市左京区高野清水町
86-4

http://consultant-office.jp/index.html

1407 株式会社CLOTHO
生活関連サービ
ス・娯楽業

京都府 京都市中京区砂金町393-3

1408
ビー・ブロックス一級建
築事務所

建設業 京都府 京都市伏見区堀詰町542-9 http://b-blocks.com/index.html

1409 株式会社喜市 卸売・小売業 兵庫県 神戸市中央区元町通6-7-3 http://studiokiichi.com

1410
アイデザインスペース
オリオン

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
姫路市本町214番地ｾﾌﾞﾝﾋﾞﾙ
2F

http://www.eds-orion.com

1411 CAMERA
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市中央区下山手通4-
15-1ﾓﾝﾙﾎﾟﾀﾞﾌﾈﾋﾞﾙ300号

http://ca-mera.jp

1412
株式会社ライフメンテナ
ンス

サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県 神崎郡福崎町福田276-1 http://www.life-mente.com

1413
株式会社フロンティア企
画（ペットサロンつば
さ）

サービス業（他に
分類されないも
の）

兵庫県 西宮市室川町5-26 http://www.tsubasa-pet.com

1414 株式会社はやのや 卸売・小売業 兵庫県 姫路市南畝町2-16-1 http://hayanoya.jp/
1415 株式会社たかくら 卸売・小売業 兵庫県 川西市大和西1-5-14

1416 ㈲あいネット 医療、福祉 奈良県
天理市東井戸堂町３７２番
地１

http://www.yu-yu-helper.net



1417 ㈲吉川住研 建設業 奈良県
大和郡山市北西町１１０－
１

http://yoshikawajuken.co.jp/

1418 Yutaka Hair
生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県 橿原市石原田町３３９ http://www.y-hair.com/

1419
㈱エヌ・アイ・プランニ
ング

サービス業（他に
分類されないも
の）

奈良県 生駒市小明町４４６－１ http://www.niplanning.jp/

1420 ㈱エスエスディー 卸売業、小売業 奈良県 橿原市土橋町３０５-１ http://ssd-inc.jp
1421 トヨタ部品奈良共販㈱ 卸売業、小売業 奈良県 奈良市東九条町２５７番地 http://www.narakyohan.jp/

1422 ダイシン加工㈱ 製造業 奈良県 生駒市杏町２０３-１ http://www.daishinkk.co.jp

1423 ㈱丸和不動産 不動産業 奈良県 奈良市西大寺本町１番６号 http://www.apaman.biz/

1424 ㈱大京塗料商会 卸売・小売業 奈良県
奈良市柏木町４４８番地の
１

http://www.daikyotoryo.jp

1425 (医）久仁会　宇都宮病院 医療・福祉 和歌山県 和歌山市鳴神505-4 http://www.utsunomiya-hospital.com/

1426 (有)フリーポケット 医療・福祉 和歌山県
伊都郡かつらぎ町寺尾281-
6

1427 (株)ＯＤＥＣ 製造業 和歌山県 有田市野416-2 http://www.odec-wakayama.com/

1428 (株)インテリックス 製造業 和歌山県 和歌山市里174-1 http://www.interix.co.jp/

1429 (株)紀伊見荘
宿泊業、飲食
サービス業

和歌山県 橋本市矢倉脇115 http://www.kiimiso.co.jp

1430 (有)大黄印刷 製造業 和歌山県 和歌山市有本686-2

1431
(株)リアルウオーター
ジャパン

製造業 和歌山県 和歌山市谷115

1432 ひまわりケアサービス 医療・福祉 和歌山県 有田市箕島22-1

1433
(医）恵友会　恵友ライフ
ケアセンター

医療・福祉 和歌山県 海南市船尾265-15 http://www.keiyukai.com/main/index.html

1434 森本園芸サービス(株) 卸売業、小売業 和歌山県 伊都郡かつらぎ町柏木1453

1435 焼肉おおにし
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県
東近江市五個荘木流町６５
１－２

1436
Ｎｏｅｌｌａ　ｘＢｅｆ
ｉｎｅ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県
草津市野路町６８３－６－
１０３

1437 (株)松喜屋
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 大津市唐橋町１４－１７

1438 ヒラテック(株) 製造業 滋賀県 守山市今市町２８３－１

1439 (株)ナカザワ
時計、眼鏡販売
業

滋賀県 湖南市中央２－９２ http://nakazawa-group.co.jp

1440 内保製材(株） 建設業 滋賀県 長浜市内保町1032 http://www.uchiboseizai.com/

1441 近江化学工業（株） 製造業 滋賀県 滋賀県米原市長沢1466-5  http://www.ohmi-chemical.co.jp

1442 （株）ダイチュウ 製造業 滋賀県
滋賀県長浜市高月町高月
1254番地の1

http://www.daicyu.co.jp

1443 Cozy Café 卸売・小売業 兵庫県
神戸市東灘区岡本1-14-6-
104

http://cozycafe-kobe.com

1444
株式会社甲南学園サービ
スセンター

複合サービス事
業

兵庫県
神戸市東灘区住吉本町2-
29-15

http://www.konan-isc.co.jp

1445 株式会社Mandrillus 飲食店、宿泊業 兵庫県
神戸市中央区元町通4-1-1
王ﾋﾞﾙ2階

http://mandrilluscurry.com

1446 有限会社中野製作所 製造業 兵庫県 尼崎市潮江5-7-5 http://www.nakano-s.co.jp

1447
㈱フェースコスメティッ
ク

製造業 大阪府 大阪市中央区徳井町2-3-2 http://www.faith-gr.co.jp/project_fc.php

1448 ㈱ニュー･コスメ 製造業 大阪府 大阪市中央区徳井町2-3-2 http://www.nucosme.co.jp/

1449 ㈱ザ･ハーバル 製造業 大阪府 大阪市中央区徳井町2-3-2 http://www.faith-gr.co.jp/project_herbal.php

1450 ㈱フェースビューティ 卸売・小売業 大阪府 大阪市中央区徳井町2-3-2 http://www.faith-beauty.co.jp/

1451 SALON de MiKi
生活関連サービ
ス・娯楽業

京都府 綾部市西町2-84

1452
株式会社　西日本エスエ
スシー

卸売・小売業 京都府 福知山市問屋町２０－８ http://4season-garden.jp

1453
株式会社　ダスキンクラ
ウン

生活関連サービ
ス・娯楽業

京都府 福知山市問屋町２０－８ http://duskin-crown.co.jp

1454
社会福祉法人　ふくちや
ま福祉会

医療・福祉 京都府
福知山市字奥野部２５２番
地

1455 株式会社　B-ROAD
生活関連サービ
ス・娯楽業

京都府
舞鶴市引土260-3 西舞鶴駅
前第一ビル3F

http://www.rac-jp.com/

1456 ヘアーメイク　Luxtz
生活関連サービ
ス・娯楽業

京都府
舞鶴市森町19-1パルフリア
２Ｆ



1457 岸下建設株式会社 建設業 京都府 福知山市字立原９８ http://www.kishishita.co.jp/

1458
有限会社　京都ビジネス
学院

教育・学習支援
業

京都府 福知山市和久市町５１―３

1459 株式会社　大福機工商会 卸売・小売業 京都府 福知山市多保市297-1 http://www.daifuku.co.jp/

1460
株式会社　エンジョイ
ラーニングパートナーズ

教育・学習支援
業

京都府 福知山市長田2621番地

1461 Shanti
生活関連サービ
ス・娯楽業

京都府 舞鶴市公文名563 http://shanti0707.com/

1462
株式会社 tango nonno
nonna

医療・福祉 京都府 京丹後市峰山町杉谷987-1

1463
株式会社　ぼくらがつく
るとこうなります

製造業 京都府 南丹市園部町本町28番地 http://www.bokunari.co.jp

1464 (株)ファルトピア 卸売業、小売業 滋賀県
大津市今堅田２丁目１４番
２３号

http://www.faltpia.co.jp

1465 (有)開木産業 製造業 滋賀県
甲賀市甲南町葛木１４２４
－１

1466 (株）醍醐　FutaAi
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県
長浜市北船町1-5 JR長浜駅
ビル FutaAi

http:／／www.futaai.jp

1467 菱江産業（株） 製造業 滋賀県 長浜市加納町898-1

1468 岡島弘典経営労務事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県 米原市烏脇2-1 http://okajima-roumu.com/

1469 (株）プロクルー 情報通信業 滋賀県
長浜市口分田町460番地
AERビル3F

http://e-ohmi.net

1470 (株）冨久や
サービス業（他に
分類されないも
の）

滋賀県 長浜市大戌亥町６６５－３ http://www.fukuya-bentou.co.jp/

1471 滋賀近交運輸倉庫（株） 運輸業 滋賀県 長浜市山階町１３８番地 http://www.kinkog.co.jp/

1472
タネダオフィスシステム
（株）

卸売・小売業 滋賀県 長浜市勝町717番地 http://www.tanedaos.jp

1473
(合）ティーズワードスタ
ジオ

教育、学習支援
業

滋賀県 長浜市森町354 http://za.ztv.ne.jp/tkhyea/index.html

1474
（株）シバタプロセス印
刷

製造業 滋賀県 長浜市神照町499-1 http://www16.ocn.ne.jp/~shibatap/

1475 川瀬産商（株）
電気・ガス・熱
供給・水道業

滋賀県 長浜市勝町113-1 http://www.kawasekk.co.jp/.

1476
特定非営利活動法人福祉
ネット星が丘

医療、福祉 兵庫県 神戸市垂水区星が丘3-2-23 http://hoshigaoka.exblog.jp

1477 株式会社アイレグループ
教育、学習支援
業

兵庫県
西宮市田中町5-10　NSﾋﾞﾙ
2F

1478
リライエ社会保険労務士
事務所

専門・技術サー
ビス業

兵庫県
朝来市和田山町寺谷252
1-3階

http://tajima-sr.com

1479 株式会社BOOT　PLUS　N 建設業 兵庫県
神戸市中央区下山手通3-2-
15　3F

1480
ライオンネットワーク株
式会社

卸売・小売業 兵庫県 神戸市東灘区向洋町中6-9 http://www.lion-nw.jp/

1481 日常鍼灸整骨院 医療、福祉 兵庫県
神戸市中央区中山手通1-
23-2　山内ﾋﾞﾙ3Ｆ

1482 フラワーショップ花雑貨 卸売・小売業 兵庫県 明石市大久保町駅前1-5-6 http://hana-zakka.net
1483 クロカワ工芸㈱ 製造業 奈良県 橿原市常盤町２３－１ http://kurokawakougei.jp/index.html

1484 再生美容サロンas you
生活関連サービ
ス業、娯楽業

奈良県
奈良市学園北２丁目１－６
ｾﾌﾞﾝｽﾀｰﾏﾝｼｮﾝ402

http://www.asyouasyou.com/

1485 和里（にこり） 医療、福祉 奈良県 大和高田市野口３２５番３ http://www.nicori.or.jp

1486 森歯科クリニック 医療・福祉 奈良県
奈良市学園北1-16-4学園前
ﾊﾟｰｸｳﾞｨﾗB1

http://www.mori-d.com/

1487 アールピーエムデザイン 情報通信業 奈良県 葛城市長尾240-32 http://rpm-design.jp/

1488
社会福祉法人大和まほろ
ば会　かがやきの苑

医療・福祉 奈良県 奈良市奈良阪町２７８９-1

1489
（医）研医会　田辺中央
病院

医療・福祉 和歌山県 田辺市南新町147番地 http://tanabechp.or.jp

1490 (株)やすら木
サービス業（他に
分類されないも
の）

和歌山県 橋本市市脇　702-4



1491 南海鑑定センター(株)
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

和歌山県 和歌山市三木町堀詰　１ http://www.fudousankantei.com

1492 (株)和歌山電機製作所 製造業 和歌山県 和歌山市延時　17 http://www.wakayamadenki.co.jp

1493 (株)アルプス 製造業 和歌山県
有田郡湯浅町大字田
1118-1

http://www.nnc.or.jp/^alps/

1494
（医）明美会　有田南病
院

医療・福祉 和歌山県 有田郡有田川町小島　15 http://www.akemikai.or.jp

1495
（医）萌梅会　あおばの
里

医療・福祉 和歌山県 和歌山市湊　1115-55

1496 （社）萩原会　友愛苑 医療・福祉 和歌山県
伊都郡九度山町大字河根
807-64

http://care-net.biz/30/yuaien/

1497 （社）太陽福祉会 医療・福祉 和歌山県 日高郡美浜町和田　1138 http://www.taiyo.or.jp
1498 (株)ウッドフェイス 製造業 和歌山県 和歌山市小倉 411-5 http://www.woodfae.jp/
1499 (有)野嶋運送 運輸業、郵便業 和歌山県 和歌山市西庄　516-1 http://www.nojima-express.co.jp/

1500 （医）南労会　紀和病院 医療・福祉 和歌山県 橋本市岸上　18-1 http://www.nanroukai.or.jp

1501 (社）光誠会 医療・福祉 和歌山県
橋本市隅田町中島　1058-
56

1502
(株)クロシオインターナ
ショナル

卸売業、小売業 和歌山県 海南市野上中　78-1 http://www.kuroshio.co.jp/

1503 (株)クロシオ 製造業 和歌山県 海南市椋木119-2 http://www.kuroshio.co.jp/

1504 石垣工業(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

和歌山県 有田市初島町浜　1000

1505 東亜ドラム油業(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

和歌山県 有田市初島町浜　1000

1506 (有)ライフパートナー 医療・福祉 和歌山県 海南市小野田　1620-101

1507 (株)紀州農園 製造業 和歌山県
日高郡日高川町大字江川
2400

1508 (社）紀の国福樹会 医療・福祉 和歌山県 岩出市溝川　22

1509
特別養護老人ホーム白寿
苑

医療・福祉 和歌山県
日高郡日高川町大字船津
1664

1510 大洋工業(株) 製造業 和歌山県 和歌山市有本　661 http://www.taiyo-xelcom.o.jp/

1511 (有)ライフパートナー 医療・福祉 和歌山県 和歌山市内原　634-1

1512 (株)たにぐち和歌山工場 製造業 和歌山県
日高郡日高川町和佐字南山
1030

http://www.taniguhi-net.om


