
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [住所] [HPアドレス]

1 株式会社慶緑 建設業 兵庫県明石市南王子町9-20 http://keiryoku/jp
2 大阪富士工業株式会社 製造業 兵庫県尼崎市常光寺1-9-1 http://www.ofic.co.jp
3 株式会社松原製餡所 製造業 神戸市中央区日暮通2-2-8 http://macan.co.jp

4 株式会社神坊社 建設業
神戸市中央区東雲通3丁目4番3
号

http://kobosha.com

5 株式会社丸八蒲鉾 製造業 神戸市中央区東雲通5丁目2-8 http://maruhachikamaboko.jp

6 株式会社神戸経営ブレーン
その他のサービ
ス業

神戸市中央区琴ノ緒町5丁目4番
23号ｻﾝﾃﾞﾝﾋﾞﾙ5階

http://www.kb-tax.jp

7
株式会社ワークトゥギャザー
ロックトゥギャザー

卸売・小売業 神戸市中央区海岸通5丁目1-20 http://lantiki.com

8 神戸情報機器株式会社 卸売・小売業 神戸市中央区雲井通2丁目1-9 http://www.kobejoho.jp/

9 中央計器機械株式会社 卸売・小売業
神戸市中央区国香通4-1-2　大
黒ﾋﾞﾙ4F

http://www.chuokeiki.co.jp

10 株式会社ケイングス
生活関連サービ
ス・娯楽業

神戸市中央区旭通1-1-1（ｴﾆﾀｲﾑ
ﾌｨｯﾄﾈｽ三宮旭通店）

http://www.keings.com/

11 クオール動物病院
専門・技術サー
ビス業

姫路市東夢前台3丁目134-1 http://qol-ah.com

12
一般財団法人但馬地域地場産
業振興センター

その他のサービ
ス業

豊岡市大磯町1-79 http://www.tajima.jibasan.JP

13 株式会社キョウワ 卸売・小売業 豊岡市江本583 http://kyowa-toyooka.co.jp

14 エンドー鞄株式会社 卸売・小売業 豊岡市元町10-2 http://endokaban.jp

15 株式会社ＬＩＢ
専門・技術サー
ビス業

洲本市中川原町中川原92-1 http://lib-co.jp/

16 品川水産株式会社 製造業 南あわじ市湊1129 http://www.shinasui.co.jp/

17 株式会社淡路島観光ホテル 飲食店・宿泊業 洲本市小路谷1053-17 https://www.awakan.com/

18 南淡路農業公園株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

南あわじ市八木養宜上1401 http://www.england-hill.com/

19 淡路工舎 建設業 洲本市安乎町平安浦680 https://awajikousha.jimdo.com/

20 株式会社アクア淡路
生活関連サービ
ス・娯楽業

南あわじ市湊77 http://ゆとりっく.com/member/

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

22 ディーエムハウス株式会社 建設業 洲本市安手町平安浦1864-10 http://www.dmhouse.co.jp/

23 有限会社いきいき 医療・福祉 洲本市塩屋1-1-17 http://www.iki2-k.com/index.html

24 阪神測建株式会社　淡路支店
専門・技術サー
ビス業

洲本市宇原652番地の1 http://hanshinsokken.com

25 有限会社赤井商会
電気・ガス・熱
供給・水道業

洲本市本町1-3-17

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

27 全淡クレーン株式会社
その他のサービ
ス業

洲本市塩屋2-1-12

28 山口石材店 卸売・小売業 洲本市本町7-4-11
29 有限会社　活魚料理きた八 飲食店・宿泊業 洲本市海岸通2-4-34 http://r.gnavi.co.jp/444kftg60000/

30 株式会社かいげつ 飲食店・宿泊業 洲本市海岸通1-3-11 http://www.kaigetsu.jp/
31 有限会社淡路ビーフ入潮 卸売・小売業 洲本市下加茂1-1-57 http://www.ab-irishio.com/

32 ななほし動物病院
専門・技術サー
ビス業

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

33 株式会社サカイハラ 卸売・小売業 洲本市桑間417-4 http://sakaihara.co.jp
34 梶原工業株式会社 製造業 洲本市下加茂232-1
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35 原田建設株式会社 建設業 洲本市五色町都志173-1 http://www.harada-kensetsu.com/

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

37 株式会社ホテルニューアワジ 飲食店・宿泊業 洲本市小路谷20 http://www.newawaji.com

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

39 高見商運株式会社 運輸業 南あわじ市中条中筋1721-1

40 有限会社坂口自動車
その他のサービ
ス業

南あわじ市志知鈩173-4

41 カネショウ松井通商有限会社 運輸業 南あわじ市志知鈩143-1
42 松栄丸運輸株式会社 運輸業 南あわじ市阿万西町308-1
43 納水産株式会社 漁業 南あわじ市福良丙28番地の29 https://awaji-matching.info/distinations/gallery_nousuisan/

44 株式会社サンキョウ物流 運輸業 南あわじ市市善光寺25-5
45 三栄物産株式会社 卸売・小売業 南あわじ市神代国衙1300番地
46 西淡鉄工株式会社 製造業 南あわじ市湊125-1

47 株式会社藤井
電気・ガス・熱
供給・水道業

南あわじ市広田広田369番地の3

48 株式会社上田自動車
その他のサービ
ス業

南あわじ市中条中筋中瀬1651番
地

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

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

51 APCパソコンスクール
教育・学習支援
業

南あわじ市松帆脇田105 http://time.pya.jp

52 淡路共正陸運株式会社 運輸業 洲本市納319 http://www.akc-group.co.jp/

53 株式会社中央電機 製造業 洲本市池田66-2

54
カフェ＆レストラン　しぶ
れっと

飲食店・宿泊業
淡路市多賀197淡路市ふるさと
センター内

https://ja-jp.facebook.com/awaji.ciboulette/

55
フリーダムネットワークス株
式会社

情報通信業 洲本市海岸通2-7-6 http://www.freedom.ne.jp/

56 武田食品冷凍株式会社 製造業 洲本市由良4-15-8 http://www.tsrk.com/
57 淡路信用金庫 金融・保険業 洲本市宇山3-5-25 http://www.shinkin.co.jp/awaji/

58 一般社団法人生田村 飲食店・宿泊業 淡路市生田畑152 http://ikutamura.web.fc2.com/

59 有限会社淡路ビーフ新谷 卸売・小売業 淡路市塩田新島3-4 http://www.awaji-wagyu.com/

60 ムネ製薬株式会社 製造業 淡路市尾崎859 http://www.mune-seiyaku.co.jp/

61 株式会社新東化学工業所 製造業 洲本市物部2-12-9
62 株式会社ヤマキンメタル 洲本市五色町鮎原851-3 http://www.yamakinmetal.com/

63 株式会社キャトルセゾン松帆
生活関連サービ
ス・娯楽業

淡路市岩屋3570-4 http://matsuho.com/

64 株式会社淡路観光開発公社
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

淡路市岩屋1873-1 http://userweb.awaji-bb.jp/awaji/

65
株式会社ウエルネスプロジェ
クト

医療・福祉 南あわじ市福良乙12

66 株式会社山本クリーニング
生活関連サービ
ス・娯楽業

洲本市本町1-2-21 http://awaji-yamamoto.com/

67 株式会社野村新聞舗 卸売・小売業 洲本市本町6-4-29
68 株式会社たかべホームズ 建設業 洲本市桑間578-3 https://www.wood-box.jp/

69 社会福祉法人淡路島福祉会 医療・福祉 南あわじ市八木寺内373-1 http://awaji-yasuragi.jp/

70 株式会社 An.d you 建設業 淡路市志筑1184-1 http://an-dyou.com/
71 関西ハウス工業株式会社 建設業 淡路市生穂1803-2 http://www.kansai-house.com/

72 有限会社山口サッシ 建設業 洲本市上内膳385-4 http://www.yamaguchisassi.com/

73 中ゴウ事務所
専門・技術サー
ビス業

洲本市塩屋2-6-17州浜ビル2F

74 関西興業　株式会社 製造業 尼崎市道意町六丁目三番町の一 http://www.kansaikogyo-maintenance.co.jp

75 社会福祉法人　發榮福祉会
教育・学習支援
業

西宮市荒木町16番37号 http://hankyu.ac.jp

76 学校法人　阪急学園
教育・学習支援
業

西宮市大屋町28番18号 http://www.hankyu.ac.jp


