
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　滋賀生花 卸売・小売業 滋賀県 栗東市小柿九丁目7番34号 http://www.shigaseika.co.jp

2 エイチ・アイ株式会社 医療・福祉 滋賀県 彦根市平田町901番

3 株式会社ロハス余呉
その他のサービ
ス業

滋賀県
長浜市余呉町中之郷260番
地

http://woodypal.jp/

4 琵琶倉庫株式会社 運輸業 滋賀県 長浜市祇園町272番地の8 http://biwasoko.co.jp/

5 株式会社ヤブウチ 製造業 滋賀県 長浜市八幡中山町732 http://www.yabuuchi-n.co.jp/

6 株式会社カネイ岡 卸売・小売業 滋賀県
長浜市木之本町千田236番
地

http://kaneioka.jp/

7 株式会社クローバー 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/

8
有限会社ふれあいサポー
ト

卸売・小売業 滋賀県 長浜市口分田町528‐21 http://www.biwacity.com/hamazen/freespace/item/1314

9
有限会社あすかケアサー
ビス

医療・福祉 滋賀県 米原市顔戸1411-50 http://kaigodb.com/jigyousho/2572400279-430/

10
ケア・オブ・クローバー
株式会社

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://hp.kaipoke.biz/70k/index.html

11 社会福祉法人ひだまり 医療・福祉 滋賀県 米原市一色458‐2 http://www.hidamari-shiga.jp/

12 社会福祉法人近江薫風会 医療・福祉 滋賀県 米原市寺倉603-1 http://www.oumikunpuukai.com/

13 雷弩
その他のサービ
ス業

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

14 株式会社滋賀ポンプ 建設業 滋賀県 長浜市下之郷町709番地
15 アークス株式会社 建設業 滋賀県 米原市堂谷1257番地
16 株式会社アルナ矢野特車 製造業 滋賀県 米原市村居田1273 http://www.alnayano.co.jp/

17 有限会社カンポ 飲食店・宿泊業 滋賀県
長浜市西浅井町菅浦580番
地

http://tsuzurao.com/

18 社会福祉法人尊徳会 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/

19 有限会社湖北モータース
その他のサービ
ス業

滋賀県
長浜市西浅井町塩津浜
1188-3

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

20 株式会社建部 建設業 滋賀県 長浜市西浅井町塩津浜1022 http://www.zb.ztv.ne.jp/tatebe/

21 株式会社三徳 製造業 滋賀県 長浜市余呉町東野583 http://www.3-toku.com/

22 ハヤミ工産株式会社 製造業 滋賀県 長浜市木之本町黒田313‐2 http：//www.hayami.co.jp/

23
株式会社ハートコン
ピューター

情報通信業 滋賀県 長浜市木之本町木之本1565 http://www.heart.co.jp/

24 株式会社菓匠禄兵衛 卸売・小売業 滋賀県 長浜市木之本町木之本1087 http://www.rokube.co.jp/

25 カシロ産業株式会社 製造業 滋賀県
長浜市高月町落川194番地
の1

http://kashiro.co.jp/

26 伊吹機械株式会社 製造業 滋賀県 長浜市湖北町山脇1382 http://www.ibuki-m.co.jp/

27
合資会社俵彦 ホテルＹｅ
ｓ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

28
有限会社アイティー・
ウェーブ

情報通信業 滋賀県 長浜市小堀町262-3 http://www.it-wave.jp

29 株式会社ダイチュウ 製造業 滋賀県
長浜市高月町高月1254番地
の1

http://www.daicyu.co.jp

30
ジーエス化成工業株式会
社

製造業 滋賀県
長浜市高月町井口字下サワ
田1400番地ノ1

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

31 社会福祉法人達真会 医療・福祉 滋賀県 長浜市高月町柏原1055 http://tashinkai.jp/
32 社会福祉法人湖北真幸会 医療・福祉 滋賀県 長浜市湖北町延勝寺1844 http://kohokushinkoukai.net/

平成３０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）



33 her & color Co:Lore
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県 大津市馬場１－４－２２ http://co-lore.jp

34
株式会社Ｃｏｍｅ　Ａｌ
ｉｖｅ

不動産業、物品
賃貸業

滋賀県
草津市西大路９－７　ウエ
ストレッジ１０１

http://comealive.jp

35 マザーレイク株式会社 医療、福祉 滋賀県 大津市黒津１－６－１８ http://www.grouphome.jp/

36 橋本不動産株式会社
不動産業、物品
賃貸業

滋賀県 守山市梅田町１５番９号 http://hashimoto-net.co.jp

37
株式会社モアエンタープ
ライズ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県
近江八幡市加茂町３５９０
番地６

http://more-ep.jp

38
株式会社リハビリ・パー
トナーズ

医療、福祉 滋賀県
大津市雄琴北１丁目１４－
２１

http://reha-park.co.jp

39
セキュリティサポート株
式会社

サービス業（他
に分類されない
もの）

滋賀県 大津市月輪１丁目１３－１ http://security-support.co.jp

40 デイサービスらっく小柿 医療、福祉 滋賀県 栗東市小柿６丁目２－２ http://www.rac-kaigo.jp
41 山科精機株式会社 製造業 滋賀県 栗東市東坂５２５ http://www.yasec.co.jp/index.php

42 株式会社いとふ 製造業 滋賀県 大津市際川３丁目２６－７ http://itofu.jp/

43 有限会社富綜
サービス業（他
に分類されない
もの）

滋賀県 守山市阿村町２０７番地 http://www.fuso-keibi.co.jp

44 村岡通信建設株式会社 建設業 滋賀県 草津市矢橋町２０７５－１ http://www.muraoka-tk.com

45 株式会社アイランス
不動産業、物品
賃貸業

滋賀県
大津市下坂本２丁目１番１
号

http://ailance.co.jp

46 株式会社紅鮎 飲食店・宿泊業 滋賀県 長浜市湖北町尾上312番地 http://www.beniayu.com/

47
社会福祉法人啓朋会　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

48 滋賀日軽株式会社 製造業 滋賀県 滋賀県長浜市酢500

49 株式会社プロクルー 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

50 カネ上株式会社 製造業 滋賀県 長浜市平方町７２０－１５ http://www.kanejo-kk.co.jp/

51 株式会社冨久や 飲食店・宿泊業 滋賀県 長浜市大戌亥町６６５－３ http://www.fukuya-bentou.co.jp/

52 長住建設株式会社 建設業 滋賀県 長浜市大戌亥町1001番地 http://nagajyu.jp/
53 株式会社アドバンス 飲食店・宿泊業 滋賀県 長浜市南高田町727番地 http://group-adv.co.jp/

54 株式会社きゃんせ美容院
生活関連サービ
ス・娯楽業

滋賀県 米原市宇賀野28-20 https://canse.net/

55 ワボウ電子（株） 製造業 滋賀県 長浜市平方町７３０ http://www.wabo.co.jp/

56 中萬商事株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

滋賀県 長浜市木之本町木之本1121 http://nakaman-gas.com/

57 山崎自動車株式会社 卸売・小売業 滋賀県 長浜市森町426番地 http://yama-cars.opal.ne.jp/

58 株式会社宮川商店 卸売・小売業 滋賀県 長浜市宮前町12番6号 https://www.mgshoten.co.jp

59
株式会社アルファ・テク
ノス

製造業 滋賀県
栗東市手原７丁目４番１５
号

60 株式会社ナツハラ 製造業 滋賀県
犬上郡豊郷町大字八町８０
３番地

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

61
税理士法人Ａ・パート
ナーズ

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県
大津市におの浜４丁目１－
１２ミラージュにおの浜２
０１号

http://www.partners-ao.com

62 ＭＡＩＬＥ株式会社 医療、福祉 滋賀県 大津市松原町１３－１９ http://maile-seikotsuin.co.jp

63 エスジー有限会社 卸売業、小売業 滋賀県 愛知郡愛荘町山川原５２１

64
グロービス株式会社（比
留田こすもす）

医療、福祉 滋賀県 野洲市比留田７２５番地 http://www.day-cosmos.com

65 株式会社江口・グループ 建設業 滋賀県
大津市石山寺辺町２２２－
１１

http://www.eguchi-group.com/

66
セブンイレブン大津木下
町店

卸売業、小売業 滋賀県 大津市木下町１８－２３

67 山本接骨院 医療、福祉 滋賀県
近江八幡市堀上町３１８－
５

http://yamamotoseikotuin.com

68 株式会社アーキュレフ 製造業 滋賀県 犬上郡多賀町四手960-10 http://www.aaccuref.co.jp

69 アートスクリーン 製造業 滋賀県
高島市今津町下広部野269
番地

70 株式会社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/

71
有限会社アイ・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14号 http://www.ai-career.net



72 株式会社アイズケア 医療、福祉 滋賀県 彦根市地蔵町73-2 http://www.iscare.co.jp

73
アオキエージェンシー株
式会社

建設業 滋賀県 野洲市小篠原1562番地2 http://www.aokiagency.net/

74 アオキテクノ株式会社
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

75 有限会社青木平縫製 製造業 滋賀県 愛知郡愛荘町市377

76 株式会社あぐり進学
教育、学習支援
業

滋賀県 大津市浜町3-21 http://agri.co.jp

77
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

78
アズイン東近江能登川駅
前（フリックイン福井株
式会社）

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/

79
株式会社アダムスセキュ
リティ

サービス業（他
に分類されない
もの）

滋賀県 草津市大路１丁目12-1-302 http://adams-security.jp

80 株式会社安土建築工房 建設業 滋賀県
近江八幡市安土町下豊浦
3300

http://www.a-kobo.com

81 株式会社ATUM 建設業 滋賀県 野洲市三上289-6 http://www.atum.co.jp

82 有限会社アドバンテクノ 製造業 滋賀県 近江八幡市馬渕町1700 http://advantechno.co.jp

83
有限会社あゆむ・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

84 株式会社アラカワ 卸売業、小売業 滋賀県 彦根市大薮町2034-13 http://www.mahalo-water.jp

85 株式会社an
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県 草津市若竹町9-37

86 有限会社イーシステム
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県 守山市金森町29-5

87
リハビリディサービスい
きいき下田

医療、福祉 滋賀県 湖南市下田4171-3

88 株式会社石宗建設 建設業 滋賀県 東近江市平松町538

89
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

90
一正蒲鉾株式会社　関西
工場

製造業 滋賀県 守山市古高町808-33 http://www.itimasa.co.jp

91 株式会社いと源
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

92 株式会社イワタ滋賀工場 製造業 滋賀県 愛知郡愛荘町鳥川1045 http://www.iozon.co.jp

93 株式会社ウィズ 製造業 滋賀県 大津市湖城が丘1-29

94 ウィンクル株式会社
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

95 有限会社ウエスト 情報通信業 滋賀県
近江八幡市鷹飼町南1丁目
3-11

http://www.west-design.com

96 株式会社ウッディー広瀬 建設業 滋賀県 高島市安曇川町中野84-1 http://www6.ocn.ne.jp/^e_hirose/

97 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25号 http://www.meikogijuku.jp

98 有限会社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

99
株式会社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

100 有限会社エース測量設計
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県
大津市京町2丁目3番14号
エルミナゲイト京町201

http://acesurvey.jimdo.com

101 株式会社駅前米屋 卸売業、小売業 滋賀県 草津市大路1丁目9-7 http://ekimaekomeya

102 株式会社エクボスタジオ
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

103 株式会社ECO BANK 製造業 滋賀県 大津市萱野浦22-55-407 http://www.ecobank.asia

104 株式会社エコライン 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

105 有限会社エス･エス･シー 情報通信業 滋賀県
彦根市平田町421　Nasu1ビ
ル別棟202

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



106

株式会社エスティーム
（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

107
株式会社エッチ・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

108
株式会社エフウォータマ
ネジメント

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.fwater-mgt.co.jp

109 株式会社エフエム滋賀 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

110 株式会社エフレボ 卸売業、小売業 滋賀県 東近江市能登川町344-3 http://f-revo.com

111
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/

112
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

113
株式会社近江ミネラル
ウォーターサービス

製造業 滋賀県 大津市南郷3丁目10-12 http://www.mineralwater.co.jp

114
有限会社オーガニックお
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/

115 大喜多株式会社 医療、福祉 滋賀県
草津市片岡町字上ミノ田
232番3

116 大久保精工株式会社 製造業 滋賀県 草津市野路町683-2 http://www.eonet.ne.jp/~ohkuboseiko

117 オーケー工業株式会社 製造業 滋賀県
守山市古高町字ゴケワ780-
5

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

119 太田酒造株式会社 製造業 滋賀県 草津市草津3丁目10-37 http://www.ohta-shuzou.co.jp

120 大津板紙株式会社 製造業 滋賀県 大津市馬場1丁目15番15号 http://www.otsu-itagami.co.jp

121
株式会社大津建材セン
ター

卸売業、小売業 滋賀県 大津市大平1-3-20 http://www.hdo2.co.jp

122
大津紙業写真印刷株式会
社

製造業 滋賀県 大津市月輪1丁目9-33 http://www.ospp.co.jp

123
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

124 大津マルヰ株式会社 建設業 滋賀県 大津市下坂本4丁目4-1 http://o2-marui.com

125 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651-
2

126 株式会社大橋 卸売業、小売業 滋賀県 彦根市古沢町510

127
オーパルオプテックス株
式会社

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/

128
株式会社オグラエンジニ
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

129 OKSシステム株式会社
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

130
およぐナジェール株式会
社

卸売業、小売業 滋賀県 栗東市辻438-3 http://www.aqua-nager.jp

131
有限会社カ―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

132 株式会社風の門 卸売業、小売業 滋賀県 草津市大路1-7-13006 http://www.kazenomon.com

133 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

134
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

135 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

136 株式会社かね吉
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 大津市馬場1丁目10-18 http://www.kanekichi.co.jp

137 株式会社かね辰商店 卸売業、小売業 滋賀県 大津市瀬田大江町59-1



138 株式会社かねよ
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

139 株式会社鹿深サービス 卸売業、小売業 滋賀県 甲賀市甲賀町大原上田1363 http://www.kafukaservice.com

140 有限会社亀井工務店 建設業 滋賀県 栗東市下鈎446
141 有限会社川窪造園 建設業 滋賀県 彦根市高宮町1063 http://www.4128.jp
142 河崎織物株式会社 製造業 滋賀県 東近江市山路721 http://biwa.ne.jp/~kawasaki

143
川相商事株式会社　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://www.e4510.jp

144 株式会社カワムラ 卸売業、小売業 滋賀県 近江八幡市桜宮町166 http://www.kw-net.co.jp

145 株式会社かんき建設 建設業 滋賀県 近江八幡市中村町661-15 http://www.canki.co.jp

146
関西オートメ機器株式会
社

製造業 滋賀県 大津市月輪2丁目18-60 http://www.tec-kak.co.jp

147 キステム株式会社 情報通信業 滋賀県 大津市浜大津1-4-12 http://kistem.co.jp

148
特別非営利活動法人きず
な

医療、福祉 滋賀県 愛知郡愛荘町長野2380

149 北川電気株式会社 建設業 滋賀県 栗東市下鈎1736番地 http://www.kitaden.co.jp

150 株式会社北中工業 建設業 滋賀県 野洲市小篠原2097-3 http://www.kitanaka.co.jp

151 京都花壇株式会社 卸売業、小売業 滋賀県 大津市関津4丁目12-21
152 株式会社清原 製造業 滋賀県 守山市古高町477-15 http://www.kiyohara-net.co.jp

153 有限会社清元楼
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 大津市雄琴6-1-35 http://www.kiyomotorou.jp/

154 株式会社金壽堂 製造業 滋賀県 東近江市長町273 http://www.kinjudo.jp

155 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

156
株式会社クオンタム滋賀
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

157
グリーンエコスター株式
会社

農業・林業 滋賀県 守山市水保町1490 http://www.eco-star.co.jp

158 株式会社グリーンハート 医療、福祉 滋賀県 東近江市中小路682-1

159 株式会社クリスタル
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県 東近江市今町960-1 http://www.crystal-hall.co.jp

160 ケイシン株式会社 卸売業、小売業 滋賀県 大津市湖城が丘1-8 http://www.e-keishin.co.jp

161 株式会社ケイテック 建設業 滋賀県 大津市晴嵐1丁目3-15 http://www.keitex.co.jp

162
株式会社京阪津ツーリス
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

163 株式会社ケイロジ 運輸業、郵便業 滋賀県 野洲市大篠原1610-5 http://www.k-logi.co.jp

164
株式会社甲賀自動車工業
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.kogajiko.co.jp

165 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

166 興武電設株式会社 建設業 滋賀県 大津市平津一丁目14-15 http://www.e510.jp/koubu/

167 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3220
番地1

168 株式会社コーガ・エス 製造業 滋賀県
近江八幡市長光寺町708番
地

169 湖国精工株式会社 製造業 滋賀県 大津市晴嵐2丁目3-13 http://www.kokokuseiko.co.jp

170
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

171 株式会社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123 http://www.shig-kosei.com

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

174 有限会社小松屋
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 大津市石山寺3丁目1番17号

175 有限会社小緑製作所 製造業 滋賀県 蒲生郡日野町北脇1-253

176
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

177 株式会社コンセ 卸売業、小売業 滋賀県 大津市大江8丁目110-1 http://konse.co.jp
178 株式会社坂田工務店 建設業 滋賀県 大津市伊香立下在地町967 http://www.sakatakoumuten.co.jp



179 有限会社崎田　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

180 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

181 株式会社サケネット 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

182 有限会社沙羅
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

183 株式会社サンエス通商 運輸業、郵便業 滋賀県 栗東市林286-1 http://www.sss-dt.jp
184 株式会社サンキ 建設業 滋賀県 栗東市手原5丁目7-27 http://www.y-sanki.co.jp

185 サンティール 製造業 滋賀県
高島市安曇川町西万木
1122-48

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

187
株式会社サントライス守
山支店

宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 守山市播磨田町390

188 株式会社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

189
株式会社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

190
株式会社シェアリングエ
イド

医療、福祉 滋賀県 大津市比叡辻2丁目17-3 http://www.furesuppo.com/

191
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

192
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

193 滋賀製パン株式会社 製造業 滋賀県 大津市和邇今宿783-3

194
滋賀センコー運輸整備株
式会社

運輸業、郵便業 滋賀県 草津市穴村町79番地の2

195
農事法人滋賀第五営農組
合

製造業 滋賀県 東近江市市辺町2340 http://www.daigo-tsukemono.com

196 シガップス株式会社 卸売業、小売業 滋賀県 東近江市大萩町198番地 http//shigapps.jp
197 滋賀特機株式会社 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

198 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

199
滋賀ビジネスマシン株式
会社

卸売業、小売業 滋賀県 大津市月輪一丁目13番11号 http://www.shiga-bm.co.jp

200 株式会社滋賀フーズ 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

201
株式会社滋賀レイクス
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

202 資生園株式会社 農業・林業 滋賀県 大津市真野4丁目17-26

203 株式会社清水 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

204 清水興業株式会社 卸売業、小売業 滋賀県 高島市勝野577 http://shimizu-kogyo.com/shimizu-kogyo/index.html

205 株式会社寿光苑
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/

206 株式会社慎 卸売業、小売業 滋賀県 大津市里７丁目8-7 http://kenrancha.com

207
新庄こすもす　グロービ
ス株式会社

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

208
新庄こすもす　グロービ
ス株式会社

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

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

210
株式会社スタジオケイ(ク
ボタ靴店）

卸売業、小売業 滋賀県 高島市安曇川町西万木838 http://www.studiok.co.jp

211
株式会社スタジオケイ(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

212 有限会社スタック
教育、学習支援
業

滋賀県 近江八幡市池田町3丁目32

213 株式会社スナッツフーズ
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 野洲市南桜1831番地2 http://www.shats-foods.com

214 株式会社スピードワゴン 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

215 株式会社スマイ印刷工業 製造業 滋賀県 栗東市川辺568-2 http://sumaiprint.com

216 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



217 株式会社制御機器販売 卸売業、小売業 滋賀県 湖南市石部東6丁目306

218
株式会社清弘エンジニア
リング

建設業 滋賀県 栗東市伊勢落633-7 http://www.seiko-e-g.co.jp

219 株式会社青友農産 農業・林業 滋賀県 近江八幡市大中町587 http://seiyunousan.web.fc2.com/

220 株式会社夕照 医療、福祉 滋賀県 草津市矢橋町7-8
221 株式会社千紀園 卸売業、小売業 滋賀県 草津市上笠2丁目11-8 http://www.senkien.jp/

222 株式会社鮮魚たかぎ 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

223
センコー株式会社京滋主
管支店

運輸業、郵便業 滋賀県 守山市吉身5-6-7 http://www.senko.co.jp/keiji/

224 株式会社千成亭 卸売業、小売業 滋賀県 彦根市平田町808 http://www.sennaritei.co.jp

225 株式会社創 情報通信業 滋賀県
大津市粟津町12－15グレー
ンビル3Ｆ

http://www.e-b2b.jp

226 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

227 株式会社大安 卸売業、小売業 滋賀県 栗東市上鈎69-2 http://pluscasa.com
228 タイキ電気工業株式会社 製造業 滋賀県 彦根市中曽根南町492-2 http://www.uedagp.com

229 大昌電気株式会社 建設業 滋賀県 甲賀市水口町杣中117番地 http://www.daishodenki.com

230 株式会社大生産業
不動産業、物品
賃貸業

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

231 株式会社ダイセン工業 製造業 滋賀県 大津市大石中6丁目2-43 http://www.daisen-kogyo.jp

232
ダイトデンソー株式会社
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

233 株式会社ダイムワカイ 建設業 滋賀県
近江八幡市長光寺町松田
600

http://www.dymwakai.co.jp

234 大洋厨房株式会社 製造業 滋賀県 大津市におの浜3-1-39 http://www.taiyocook.co.jp

235 高麻株式会社 製造業 滋賀県 高島市新旭町藁園2001-1

236
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/

237 有限会社タカラ食品 卸売業、小売業 滋賀県 高島市朽木宮前坊842 http://cowcowfarm.com

238 有限会社タカラ牧場 農業・林業 滋賀県 高島市朽木宮前坊842 http://cowcowfarm.com

239 宅配クック123草津守山店
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 草津市新浜町18-14 http://takuhaicook123.jp/

240
竹村株式会社フレンズ湖
南店

卸売業、小売業 滋賀県 甲賀市甲南町竜法師338-3

241 株式会社田中設備工業所 建設業 滋賀県 大津市南滋賀2丁目21-8 http://www5.ocn.ne.jp/~tanaka.s/

242 株式会社タナカ電器 卸売業、小売業 滋賀県 近江八幡市池田町3丁目32

243 谷口興業株式会社
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

244 株式会社谷口商会
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

245 株式会社谷口商会 建設業 滋賀県 湖南市岩根中央3-5-2 http://fp-taniguchi-shokai.co.jp

246 淡海酢有限会社 製造業 滋賀県 高島市勝野1403 http://www.tankaisu.co.jp/

247 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

248
株式会社帝産タクシー滋
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

249 鉄屋商事株式会社 卸売業、小売業 滋賀県 高島市勝野577 http://shimizu-kogyo.com/tetsuya-syoji/

250 東海電工株式会社 製造業 滋賀県 野洲市野洲1518-1 http://www.tokaidenko.co.jp

251 東洋化学株式会社 製造業 滋賀県 蒲生郡日野町大字寺尻1008 http://www.toyokagaku.com

252 株式会社中井鈑金自動車
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

253 株式会社ナカザワ 卸売業、小売業 滋賀県 湖南市中央2-92 http://nakazawa-group.co.jp

254 中島紙工株式会社 卸売業、小売業 滋賀県 大津市大門通8番9号 http://nakajimashiko.sakura.ne.jp

255 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

256
株式会社ナショナルメン
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

257 株式会社ナツウェブ 情報通信業 滋賀県 栗東市上鈎69番地2 http://www.72web..co.jp

258 株式会社ナックウエーブ 情報通信業 滋賀県
彦根市佐和町6-11彦根佐和
町ビル2F

http//www.nakweb.com



259 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/

260 西友商店株式会社 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

261 西村建設株式会社 建設業 滋賀県 湖南市中央3丁目12番地 http://www.nishimura-c.co.jp

262 有限会社西村染工 製造業 滋賀県 蒲生郡竜王町橋本482

263
株式会社ニチイ学館大津
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

264 ニッタモールド株式会社 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

265
日本エッグサービス株式
会社

卸売業、小売業 滋賀県 東近江市栄町5番12号

266 株式会社日本ビーコム
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

267 株式会社農環
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

268 Noella xBefine
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県 草津市野路町683-6-103

269
能勢鋼材株式会社滋賀工
場

卸売業、小売業 滋賀県 犬上郡甲良町在士738 http://www.nose-sus.co.jp

270 株式会社野村石材店 建設業 滋賀県 栗東市手原3-10-25 http://www.isiyasan.com

271
株式会社ハートフルワニ
電化

卸売業、小売業 滋賀県 大津市和迩中浜332-1 http://wanidenka.jp

272 株式会社ハイテム
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

273 株式会社花治 卸売業、小売業 滋賀県
東近江市金屋町3丁目1番6
号

274
有限会社林工業所　滋賀
工場

製造業 滋賀県 彦根市服部町846 http://www.884.co.jp

275
株式会社晴れやかファー
ム

農業・林業 滋賀県 東近江市五個荘竜田町237 http://www.umaretateyasai.com

276 株式会社パレット 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

277 株式会社パレット 卸売業、小売業 滋賀県 大津市皇子が丘3-3-23 http://www.e-palette.jp

278 有限会社坂東林業 農業・林業 滋賀県 東近江市一式町564-5 http://bandouringyo.com

279 ピアック株式会社 製造業 滋賀県 蒲生郡日野町大字寺尻1008 http://www.piac.jp

280 株式会社ピアライフ
不動産業、物品
賃貸業

滋賀県 大津市衣川1丁目18-31 http://www.pialife.co.jp

281
株式会社ビーエスシー・
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

282
株式会社ビイサイドプラ
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

283
有限会社東呉竹堂（ひが
し印刷）

製造業 滋賀県
近江八幡市安土町下豊浦
2700

284
株式会社ひこねスカイア
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

285 有限会社ビット
教育、学習支援
業

滋賀県 草津市西渋川１丁目1-18 http://www.bit-bit.co.jp

286 株式会社ビビット
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8-18 ee
ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ10F-1007

http://www.kanjidaikou.jp

287 株式会社ひよこHouse 卸売業、小売業 滋賀県 草津市追分町822 http://www.hiyokohouse.com/

288
株式会社ヒラカワ　滋賀
事業所

製造業 滋賀県 野洲市三上2308 http://www.hirakawag.co.jp

289 有限会社開木産業 製造業 滋賀県 甲賀市甲南町葛木1424-1
290 ヒラテック株式会社 製造業 滋賀県 守山市今市町283-1 http://hiratec.sakura.ne.jp

291 株式会社ヒロセ
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960
番地の1

http://www.hirosecld.co.jp

292 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

293
株式会社びわこ大中愛菜
館

卸売業、小売業 滋賀県 近江八幡市大中町450-5 http://aisaikan.jp



294 株式会社Facio 卸売業、小売業 滋賀県 大津市里6丁目20-1

295 株式会社ファルトピア 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

296 有限会社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

297 フォトスタジオスピカ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県 大津市今堅田2丁目7番20号 http://www.st-spica.co.jp

298
有限会社フォトハウスア
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/

299 株式会社福井機械設計
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

300 株式会社福井弥平商店 製造業 滋賀県 高島市勝野1387番地1 http://www.haginotsuyu.co.jp

301 株式会社福島建具製作所 製造業 滋賀県 彦根市馬場1丁目33号
302 福本電機株式会社 建設業 滋賀県 近江八幡市上田町1288-5
303 藤木商店株式会社 建設業 滋賀県 大津市今堅田2丁目38番3号
304 株式会社藤中 製造業 滋賀県 東近江市中岸本町17番地 http://www.fujinaka.co.jp

305 富士熔工株式会社 製造業 滋賀県 栗東市下鈎215-1 http://www.fujiyoko.com

306 株式会社Free Style 情報通信業 滋賀県 野洲市小南町4248番地 http://www.freestyle8.com

307 株式会社FREE VILAGE 医療、福祉 滋賀県 大津市馬場1-11-2 http://refine-sakura.com

308 特別老人ホーム風流里 医療、福祉 滋賀県 大津市相模町10番1号 http://www.yotsuba-lcn.or.jp

309
株式会社フレックスコン
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

310 株式会社プロクリーン
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県 高島市今津町日置前164-1 http://proclean-factory.com

311 株式会社プロフリー
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県 湖南市菩提寺西4丁目14-28 http://pro-free.com

312 ヘアーサロンレビュー
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県
草津市野村2丁目1-9グラン
シティ西大路1F

313 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

314
平和発條株式会社　滋賀
工場

製造業 滋賀県 甲賀市甲南町葛木2 http://www.hhk.co.jp/

315 株式会社ペガサス 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

316 株式会社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/

317
宝泉イーサービス株式会
社

製造業 滋賀県
草津市東矢倉2丁目35番30
号

318
特定非営利活動法人ほっ
とはうす小規模多機能型
居住介護事業所笑の里

医療、福祉 滋賀県
近江八幡市千僧供町127番
地1

319
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/

320
株式会社ホンダクリオ滋
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/

321 マスダ商事株式会社
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

322 有限会社ますや 卸売業、小売業 滋賀県 大津市栄町5-2 http://www.rakuten.co.jp/erudorado/

323 株式会社松喜屋
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 大津市唐橋町14-17

324 松下溶工 製造業 滋賀県
東近江市上平木町字南道
17-18

325 守建設株式会社 建設業 滋賀県 草津市東矢倉3丁目41-8 http://mamoru-k.jp
326 丸中製麺株式会社 製造業 滋賀県 近江八幡市上田町84-8

327 株式会社マルニ
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

328 株式会社丸由 建設業 滋賀県 犬上郡多賀町多賀1039 http://maruyosi-k.com



329
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/

330 美松電気株式会社 建設業 滋賀県 湖南市平松北2丁目3番地 http://www.mimatsu-co.com

331 有限会社宮川建築工房 建設業 滋賀県 彦根市須越町742番地 http://miyaken.co.jp
332 宮川バネ工業株式会社 製造業 滋賀県 東近江市園町31-3 http://www.m-b-k.co.jp

333 株式会社ミヤジマ 製造業 滋賀県 犬上郡多賀町多賀1008番地 http://miyajima-jp.com

334 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

335 株式会社ムラタ 運輸業、郵便業 滋賀県 甲賀市水口町水口498-3 http://www.shiga-murata.com

336
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

337 株式会社明治館
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

338
メタコート株式会社栗東
工場

製造業 滋賀県 栗東市高野544

339 メニックス株式会社
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

340
森島商事株式会社レスト
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

341 株式会社矢島製作所 製造業 滋賀県 大津市見世1-21-39 http://yajima-works.co.jp/

342 株式会社山梶製作所 製造業 滋賀県
近江八幡市安土町上出313-
4

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

343 有限会社山川製作所 製造業 滋賀県 東近江市石谷町1225
344 ヤマ庄陶器株式会社 卸売業、小売業 滋賀県 甲賀市信楽町長野560-1 http://www.yamasyo-touki.co.jp

345 山豊テグス株式会社 製造業 滋賀県 守山市笠原町730-2 http://www.yamatoyo.com

346 山本石油株式会社 卸売業、小売業 滋賀県 大津市下阪本3丁目3-1
347 株式会社ユース 医療、福祉 滋賀県 草津市草津町1911-15
348 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

349
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

350 株式会社湯元館
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

351 義岡テクニカル株式会社 製造業 滋賀県 栗東市手原七丁目5番21号

352
医療法人社団ラナンキュ
ラス会

医療、福祉 滋賀県 草津市西大路町4-32 http://rei-beauty.com

353 株式会社リノア 情報通信業 滋賀県 彦根市大堀町919 http://www.lino-a.com

354
有限会社リバーフィール
ド

製造業 滋賀県 近江八幡市八幡町336 http://www.easyorder-shoes.com

355 リフォライフ株式会社 卸売業、小売業 滋賀県 野洲市小篠原1562番地2 http://www.refolife.com/

356 株式会社輪
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 野洲市大篠原67 http://www.higero.com

357 株式会社リンテック 製造業 滋賀県 大津市関津4丁目1-23 http://www.lintec-mfc.co.jp

358
株式会社Local
Development

宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 大津市長等2丁目8番32号

359 有限会社ロズウエル
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/

360 株式会社若林製作所 製造業 滋賀県 湖南市丸山4丁目8-8
361 株式会社和晃 建設業 滋賀県 東近江市宮荘町773-2 http://www.siteoffice-wako.co.jp

362
有限会社和光プラスチッ
ク

製造業 滋賀県 甲賀市土山町大野4810-1 http://www.wakopura.co.jp

363 和田農園 農業・林業 滋賀県 東近江市上大森町1079

364
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

365 株式会社和た与 卸売業、小売業 滋賀県 近江八幡市玉木町2-3 http://www.watayo.com

366 和文館株式会社 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

367 HAIR　MODE　TOKORYO
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県 近江八幡市鷹飼町674-1 http://tokoryo.com

368 株式会社きくのや
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 大津市雄琴1丁目2-12 http://www.kikunoya.jp

369
特定非営利活動法人生涯
啓発

教育、学習支援
業

滋賀県 近江八幡市中村町661-15 http://www.keihatsu.jp

370 美十工芸社 製造業 滋賀県 近江八幡市宇津呂町34 http://www.zc.ztv.ne.jp/bijuu/



371 株式会社常盤草津営業所 製造業 滋賀県 草津市野路東6丁目7番19号 http://tokiwa1983.co.jp

372 株式会社びわ桜
不動産業、物品
賃貸業

滋賀県 草津市矢橋町112-1 http://biwasakura.com

373
有限会社セキュリティワ
ン

金融業、保険業 滋賀県 彦根市松原1-11-12 http://fp1.co.jp

374
社会福祉法人友愛カナリ
アショートスティ

医療、福祉 滋賀県 守山市三宅町833 http://www.kanariya.or.jp

375
株式会社ニチイ学館
　　　　　　　長浜支店

医療・福祉 滋賀県
滋賀県長浜市八幡東町48-1
ＯＳビル2Ｆ

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

376
合資会社ティーズワード
スタジオ

教育・学習支援
業

滋賀県 滋賀県長浜市森町354 https://ja-jp.facebook.com/tswordstudio

377 株式会社AUC 建設業 滋賀県 東近江市今在家町602-1 http//www.a-u-c.co.jp

378 株式会社ライトパス
不動産業、物品
賃貸業

滋賀県 東近江市今在家町602-1 http//www.right-path.co.jp

379 大栄テクノ株式会社 製造業 滋賀県 長浜市列見町217 http://www.daiei-techno.co.jp/

380 アーステック株式会社
専門・技術サー
ビス業

滋賀県 長浜市川崎町119 http://www.nisk.co.jp/

381 株式会社清水商会 卸売・小売業 滋賀県 長浜市平方町251 http://www.shimizushokai.com/

382
セブンイレブン滋賀蒲生
蒲生堂店

卸売・小売業 滋賀県 東近江市蒲生堂町984-1

383 株式会社アスキル
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県
大津市におの浜2-2-5  大
津スカイハイツ111

384 近江金糸株式会社 製造業 滋賀県 大津市平野3丁目1-11

385
大塚産業クリエイツ株式
会社

製造業 滋賀県 長浜市八幡中山町１番地 http://ohtsukasangyo.com/

386
ヨコハマタイヤ滋賀販売
株式会社

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/message63.html

387 株式会社浜湖月 飲食店・宿泊業 滋賀県 長浜市公園町4-25 http://hamakogetsu.co.jp/

388
株式会社エム・ジェイ
ホーム

不動産業 滋賀県 長浜市宮司町1126-2 http://www.chintai-siga.com/

389
株式会社ケーアイグルー
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/

390
日本スリッター工業株式
会社

製造業 滋賀県 長浜市三ツ矢町5-8 http://www.nihon-slitter.co.jp/

391 近江化学工業株式会社 製造業 滋賀県 滋賀県米原市長沢1466-5 http://www.ohmi-chemical.co.jp

392
ベストハウスネクスト株
式会社

建設業 滋賀県 栗東市小野1007-3 http://besthouse.cc

393 有限会社エイデン 建設業 滋賀県 長浜市祇園町456-1 http://eiden.biz/index.php/about

394 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/

395
株式会社カミングエン
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://comingep.co.jp/company/

396 有限会社住文サービス 飲食店・宿泊業 滋賀県 長浜市港町4-17 http://www.k-grazie.co.jp/utility/company.html

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

398 株式会社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://nagahama-housedo.com

399 株式会社新明
専門・技術サー
ビス業

滋賀県 米原市下多良2-79 http://www.ssd21.com/

400 有限会社北川自動車工業
その他のサービ
ス業

滋賀県 長浜市森町３７０－１ http://kitagawa-j.co.jp/

401 アールアシスト株式会社
不動産業、物品
賃貸業

滋賀県 東近江市東本町6-55 http://www.elitz-yokaichi.com

402 株式会社匠工房 建設業 滋賀県 野洲市西河原1丁目2227 http://www.takumikobo.ne.jp

403 湖北精工株式会社 製造業 滋賀県 長浜市東上坂町351-2 http://www.kohokuseiko.co.jp/

404 医療法人下坂クリニック 医療・福祉 滋賀県 長浜市下坂中町177-6 http://www.simosaka.jp/

405 社会福祉法人信愛 医療・福祉 滋賀県
長浜市西浅井町塩津中1123
番地

http://www.man-ten.org/discloser

406 扶桑工業株式会社 製造業 滋賀県 長浜市大戌亥町730番地 http://www.fusoco.co.jp/otoiawase.html

407 伊吹建設工業株式会社 建設業 滋賀県 米原市村木756 http://www.ibukikensetu.co.jp/

408 有限会社ヤマダ 卸売業、小売業 滋賀県 野洲市六条921-8
409 藤田ファーム 農業・林業 滋賀県 栗東市目川字村ノ内348番
410 株式会社リッチグリーン 卸売業、小売業 滋賀県 栗東市荒張1423
411 大丸工業株式会社 製造業 滋賀県 彦根市西葛籠町422 http://www.daimaru-kogyo.co.jp



412 暖灯館きくのや
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 大津市雄琴6丁目1-29 http://www.kikunoya.jp/

413
株式会社パーカーアコウ
スティック

製造業 滋賀県
蒲生郡日野町大字北脇1-
156

414 株式会社藤本電気商会 建設業 滋賀県 守山市川田町307-3

415 東洋ビルホーム株式会社 建設業 滋賀県
守山市下之郷1丁目2-32-
101

http://www.builhome.co.jp/

416 株式会社田中牧場 製造業 滋賀県 東近江市外町594
417 株式会社あらき物流 運輸業、郵便業 滋賀県 彦根市川瀬馬場町903-4
418 株式会社キムラテック 製造業 滋賀県 蒲生郡日野町北脇１ http://www.kimuratec.co.jp

419 株式会社びわ湖タイル 建設業 滋賀県 栗東市川辺201

420
有限会社おしゃれの館グ
ループ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県 守山市守山3丁目24-15

421 株式会社中原工務店 建設業 滋賀県 大津市石山寺4丁目27-10
422 扶二工業株式会社 製造業 滋賀県 野洲市冨波甲311-1 http://www18.ocn.ne.jp/~fujikg/

423 株式会社内田組 建設業 滋賀県 大津市大江2丁目33-3 http://uchidagumi21.co.jp/

424 株式会社ひょうたんや
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県 近江八幡市鷹飼町560-1 http://www.hyotanya.co.jp

425 有限会社駒吉
宿泊業、飲食
サービス業

滋賀県
近江八幡市鷹飼町南3丁目
2-3

http://www.komakichi.jp

426
株式会社滋賀コンストラ
クション

建設業 滋賀県 東近江市瓜生津町1190 http://www.shigasct.com

427
株式会社デジタルガーデ
ンシステム

情報通信業 滋賀県
大津市浜大津３丁目10-3
ハイツ浜大津Biz棟

http://dg-system.jp

428 次世代キャリア啓発塾
教育、学習支援
業

滋賀県 草津市桜ケ丘4-12-5

429 大東産業有限会社 製造業 滋賀県 米原市本郷358番地
430 内保製材株式会社 建設業 滋賀県 長浜市内保町1032 https://www.uchiboseizai.com/

431 新木産業株式会社 運輸業 滋賀県 長浜市高月町森本95 http://arakis.jp/
432 小林自動車用品有限会社 卸売・小売業 滋賀県 長浜市平方町246-2 http://www.biwacity.com/kobayashi/

433 丸三ハシモト株式会社 製造業 滋賀県
長浜市木之本町木之本1427
番地

http://marusan-hashimoto.com/

434 有限会社横田石材店 建設業 滋賀県 長浜市高月町馬上1574番地 http://www.eonet.ne.jp/~yokoseki/

435 株式会社ワオナス
サービス業（他
に分類されない
もの）

滋賀県 東近江市宮川町683番地103 http://wownas.com

436 株式会社ジーングロス
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

滋賀県
草津市南笠東1丁目14-36
2F

http://www.poplead.com

437 有限会社菓子長 製造業 滋賀県 甲賀市甲南町野田594-4 http://www.kashicho.com/

438 ユニオン精工 製造業 滋賀県 彦根市大薮町1879

439 株式会社ｎｅｏｓ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

滋賀県
草津市草津1丁目3-2 太陽
プラザ南草津駅前１Ｆ

http://www.neosweb.jp/neos/

440 名神化学株式会社 製造業 滋賀県 甲賀市水口町笹が丘1-9 http://meishinkagaku.co.jp/com/index.html

441 株式会社モリタ不動産 卸売業、小売業 滋賀県
守山市立田町竹ヶ花1242-
18

http://www.morita-hiryo.com

442 アサヒ産業株式会社 製造業 滋賀県 彦根市下稲葉町256の4 http://www.asahiindustry.com

443
有限会社藤井総合保険セ
ンター

金融・保険業 滋賀県 米原市顔戸1411-54

444 有限会社モリイ工芸
その他のサービ
ス業

滋賀県 長浜市南高田町544番地 https://ja-jp.facebook.com/moriikougei/

445
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://yuyu-life.jp/guide/care_service.html

446 株式会社宮本組 建設業 滋賀県 長浜市平方町387番地 http://www.miyamoto-gumi.com/

447 株式会社イケダ光音堂
教育・学習支援
業

滋賀県
長浜市八幡中山町477番地
風の街ビル

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

448
株式会社醍醐　Ｆｕｔａ
Ａｉ

生活関連サービ
ス・娯楽業

滋賀県
長浜市北船町1-5 JR長浜駅
ビル

http://www.futaai.jp/

449 菱江産業株式会社 製造業 滋賀県 長浜市加納町898-1
450 山室木材工業株式会社 製造業 滋賀県 米原市大野木1751-5 http://www.yama-muro.co.jp/

451 岡島弘典経営労務事務所
専門・技術サー
ビス業

滋賀県 米原市烏脇2-1 http://www.pro-sr.jp/okajima-roumu/

452
滋賀近交運輸倉庫株式会
社

運輸業 滋賀県 長浜市山科町138番地 http://www.kinkog.co.jp/



453
タネダオフィスシステム
株式会社

卸売・小売業 滋賀県 長浜市勝町717 http://www.tanedaos.jp/

454
株式会社シバタプロセス
印刷

製造業 滋賀県 長浜市神照町499-1

455 川瀬産商株式会社
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/

456 株式会社材光工務店 建設業 滋賀県 長浜市八幡東町428-1 http://www.zaimitsu.com/

457 国友工業株式会社 建設業 滋賀県 長浜市神照町938番地 http://www.kunitomo-kogyo.co.jp/

458 有限会社桑原酒店 卸売・小売業 滋賀県 米原市顔戸622-1
459 株式会社シゲタ 卸売業、小売業 滋賀県 守山市勝部1丁目12-41 http://shigeta.main.jp/

460 株式会社アートプラン 製造業 滋賀県 彦根市川瀬馬場町750-7 http://www.artplan.ne.jp/

461 株式会社工研西田 製造業 滋賀県 彦根市地蔵町205-3 http://koukennishida.jp/

462
株式会社湖南オートセン
ター

サービス業（他
に分類されない
もの）

滋賀県 栗東市出庭946 http://www.konanauto.com/

463 株式会社FES 製造業 京都府
京都市左京区北白川南ケ原
町1-388

 http://www.hapo-lab.com/

464 株式会社京都通信社
専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市中京区室町通御池上
る御池之町309番地

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

465 株式会社エム・スタイル
その他のサービ
ス業

京都府
京都市左京区岩倉幡枝町
331

466
特定非営利活動法人　乙
訓障害者事業協会

医療・福祉 京都府
京都府長岡京市開田1丁目
5-5

467
一般社団法人京都総合学
習支援スクール

教育・学習支援
業

京都府
京都市左京区松ヶ崎小脇町
16-3 グラシオビル２階

https://sougougakusyushien.jimdo.com/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%AD%A6%E7%BF%92%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB/

468 岡社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

京都府 京田辺市東鍵田18-125

469
特定非営利活動法人乙訓
やよい福祉会

 医療・福祉 京都府
京都府長岡京市久貝2丁目
2-11

http://yayoikobo.main.jp

470 株式会社シャンティ 医療・福祉 京都府
京都市上京区浄福寺通上立
売上る大黒町722

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

472
お野菜と串ばる炭焼ろま
ん家　御所南店

飲食店・宿泊業 京都府
京都市中京区少将井町222
シカタオンズビル地階

473
株式会社京都インシュア
ランス

損害保険、生命
保険代理業、
ファイナンシャ
ルプランニング
業

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

474 カット倶楽部WAKAKUSA 美容業 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

475 株式会社ラインアイ
通信計測器、通
信変換器の開
発、販売

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

476 endive 理美容 京都府
京都市右京区西京極前田町
81

477 コスモ機器株式会社
電気機械器具製
造

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/

478 株式会社ビバ
フィットネスク
ラブ経営

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

479 イケダ労務管理事務所
社会保険労務士
業

京都府
京都市山科区四ノ宮泓（ｼﾉ
ﾐﾔﾌｹ）2-1

http://www.ro-,u.jp

480 サムライ剣舞株式会社
伝統芸能剣舞の
体験と鑑賞・侍
文化紹介

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.co.jp/

481 株式会社晃栄
撮影、ビジュア
ルデザイン製作

京都府
京都市下京区七条御所の内
西町9-3

http://www.how-to.co.jp

482 株式会社テト 理容業 京都府 京都市北区小山玄以町24-2 http://barber-tete.jp/

483 株式会社坂製作所 精密機器製造業 京都府
京都市右京区花園伊町44-
12

http://www.sakass.com/

484 オザワ社労士事務所
 社会保険労務士
事務所

京都府
宇治市宇治妙楽171-7　三
千堂ビル２階

http://ozawa.plus-hp.com



485 有限会社丸重屋

橋梁、トンネ
ル、道路付帯構
造物、電力発電
所、石油プラン
ト等の構造物、
その他社会イン
フラ関係の点
検、非破壊検査

京都府
京都市山科区勧修寺平田町
57

http://www.marushigeya.com

486
株式会社デルタ自動車教
習所

京都府公安委員
会指定四輪自動
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

487
株式会社ゴトウライフク
リエイション

福祉用具の販
売・貸与、住宅
リフォーム

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/

488 株式会社コンサルタント
コンサルタント
業

京都府
京都市左京区高野清水町
86-4

http://www.consultant-office.jp/

489 京てまり きものレンタル 京都府
京都市下京区貞安前之町
586　寺町綾小路ビル3Ｆ

http://www.kyotemari.com/

490 株式会社ワーナン京都 金融・保険業 京都府
京都市北区上賀茂桜井町
88-3　第2メゾンナカジマ
503

491 株式会社ISC 医療・福祉 京都府
京都市北区小山西大野町
79-5

492 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://www.gamo-kansai.jp/

493 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

http://behairgallery.jimdo.com/

494 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/

495 Hair oasis biotope
生活関連サービ
ス・娯楽業

京都府 宇治市木幡東中12-2

496 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/

497 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://takesada-shoten.co.jp/

498 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/contents/about/

499 橋本甚蔵商店 製造業 京都府
京都市中京区油小路通夷川
上ル橋本町494番地の2

500 株式会社大槻シール印刷 製造業 京都府
京都市南区吉祥院東前田町
36

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

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

http://www.kyoepaper.co.jp

502 スタンド・バイミー 金融・保険業 京都府
京都市北区鷹峯木ノ畑町89
PRESTIGE北山1Ｆ

503
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://ww.j-sl.com

504 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/

505
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
京都府長岡京市長岡2丁目
11-13

http://www.raportotokuni.com

506
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

507
島田商事　きものレンタ
ル　京華

卸・小売業 京都府
京都市下京区室町通万寿寺
北角御供石町341-1

http://www.kyobana.jp/

508 グリルにんじん株式会社 飲食店・宿泊業 京都府
京都市左京区一乗寺出口町
51-2

http://www.glil-ninjin.com

509 株式会社小島庭園工務所
その他のサービ
ス業

京都府 京都市西京区松尾大利町54 http://www.kojimateien.co.jp/

510 株式会社梅鉢園 建設業 京都府
長岡京市下海印寺西明寺
69-4

http://umebachien.jp

511 ＨＯＢＮＯＢ文化教室
教育・学習支援
業

京都府
京都市中京区西ノ京壺ノ内
町4-5

http://www.hobnob.cc



512 株式会社SNIP
専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市西京区上桂前田町16
番地

http://www.hairsnip.jp

513 山口西光堂
専門・技術サー
ビス業

京都府
京都市西京区樫原盆山18-1
ダイヤモンドヒルズ1F

http://www.saikoudou.net

514 株式会社山口商店 卸売・小売業 京都府
京都市西京区樫原盆山18-1
ダイヤモンドヒルズ4F

515 谷山無線電機株式会社 家電製品小売業 京都府
京都市下京区御幸町通四条
下ル大寿町402

http://www.taniyama.co.jp/

516
株式会社西日本エスエス
シー

卸売・小売業 京都府 京都府福知山市問屋町20-8 http://4season-garden.jp

517
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 京都府福知山市問屋町20-8 http://duskin-crown.co.jp/

518 株式会社ハマヤ 卸売・小売業 京都府
京都市中京区西ノ京月輪町
35-12

519
株式会社エリッツホール
ディングス

不動産業 京都府
京都市中京区堀川通姉小路
上る堀川町55-1エリッツ御
池ビル3階

http://www.elitz-holdings.co.jp/

520 la clef
生活関連サービ
ス・娯楽業

京都府
京都市北区大将軍東鷹司町
157　金鳥ビル1Ｆ

http://www.la-clef-design.com

521 有限会社コーユー企画 製造業 京都府
京都市西京区牛ケ瀬青柳町
41

522 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.shikow.com

523 株式会社風雅 医療・福祉 京都府
京都市左京区北白川西蔦町
29

http://kaigomiyabi.co.jp

524 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

525 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/

526 有限会社Viva Stars
その他のサービ
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

527 株式会社Ailz
その他のサービ
ス業

京都府
京都市左京区吉田神楽岡町
9-22　fleursビル4階

http://www.fleurs.jp

528 株式会社SIP 飲食店 京都府
京都市中京区上樵木町496
アイル竹嶋ビル1階西

http://togiya-dining.com

529
ファミリーカットサロン
小林

生活関連サービ
ス・娯楽業

京都府
京都市下京区油小路六条下
ル西若松町274

530 ブルージュ洛北 製造業 京都府
京都市左京区岩倉長谷町
1050

http://www.brugge-rakuhoku.com

531 K・T・S
その他のサービ
ス業

京都府
京都市伏見区舞台町59-8
ネバーランド伏見丹波橋
603

532 株式会社ギガ・システム 情報通信業 大阪府
大阪市淀川区西中島7丁目1
番5号　辰野新大阪ビル4階

533 有限会社プラス 製造業 大阪府 大阪市城東区蒲生1-4-25

534 大都保全興業株式会社
サービス業（他
に分類されない
もの）

大阪府
大阪市北区大淀中3-16-
12F&Gビル

535
株式会社エレベーターテ
クノス

サービス業（他
に分類されない
もの）

大阪府 大阪市西淀川区野里2-20-7

536 有限会社小住設備 建設業 大阪府
東大阪市若江東町3丁目1番
2号

537 株式会社オリーブ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

大阪府
大阪市北区東天満2-2-3ダ
イアパレス403号

538 SOBIブランディング 製造業 大阪府 箕面市桜ケ丘4-18-21-2 http://www.s-o-b-i.com/index.php

539 株式会社ゴエンジン
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

大阪府 大阪市北区中津1-18-18-4F http://www.goenjin.co.jp/

540
合同会社Ｂａｎｋ Ｌｉｆ
ｅ

医療・福祉 大阪府 箕面市瀬川5-13-22-1

541 株式会社新誠
複合サービス事
業

大阪府 豊中市豊南町西1-15-6 http://shinsei.osaka.jp/



542 有限会社re・make
生活関連サービ
ス・娯楽業

大阪府 箕面市牧落1-19-19 http://yuragi.co.jp/

543 白馬童子　枚方 飲食店・宿泊業 大阪府 枚方市出屋敷元町2-3-3

544 大五ゴム工業株式会社 製造業 大阪府
大阪市平野区加美正覚寺4-
6-2１

http://daigo-rb.co.jp/

545 株式会社ワードワープ
サービス業（他
に分類されない
もの）

大阪府
大阪市北区天神橋3-3-3南
森町イシカワビル４F

546 オルトウエブ株式会社 情報通信業 大阪府 東大阪市足代3-4-12 http://alt-web.jp/company.html

547 株式会社ＳＴＹＬＥ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

大阪府 大阪市城東区関目3-13-10 http://ikemoto-style.com/

548 モリヤス工務店 建設業 大阪府 東大阪市所小若江3-16-16
549 株式会社菓匠あさだ 製造業 大阪府 大阪市東淀川区豊里6-1-20

550
有限会社ダイヤメディカ
ルケア

P　医療・福祉 大阪府
大阪市東淀川区淡路4-16-
10

551 株式会社大阪本町制作所 情報通信業 大阪府
大阪市西区江戸堀1-7-13
倉庵ﾋﾞﾙ301号

http://honmachi-seisakusyo.com/

552 株式会社セラピエール
生活関連サービ
ス業、娯楽業

大阪府
大阪市都島区片町2-9-24N
ビル3F

553 株式会社アークスリー
L　学術研究、専
門・技術サービ
ス業

大阪府
大阪市北区曾根崎2-1-12
国道ビル ラ・オカシオン
902

http://arkthree.com

554 株式会社大邦工業 建設業 大阪府
大阪市住吉区杉本2-31-4-
3F

555 株式会社コネクトライン
I　卸売業、小売
業

大阪府
大阪市中央区久太郎町3-1-
27　船場大西ビル8F

556
社会保険労務士法人Ｓｏ
ｍｅＨｏｗ

L　学術研究、専
門・技術サービ
ス業

大阪府
大阪市天王寺区小橋町12-2
ホワイトレジデンス413号

http://www.sr-somehow.com/

557
株式会社エリアマーケ
ティングオフィス

情報通信業 大阪府
茨木市大手町1-26
アンフィニ大手町6F

558 株式会社ひこばえ 卸売・小売業 大阪府
茨木市稲葉町4－5よつ葉ビ
ル2F

559 リンク株式会社 情報通信業 大阪府
高槻市高槻町16-12
エクセレント高槻3F

560 株式会社タニモト 製造業 大阪府 豊中市今在家町13番12号 http://www.shower.co.jp/

561 ｃｏｎｃｅｐｔ
生活関連サービ
ス・娯楽業

大阪府 豊中市大島町1-2-12-301

562
社会福祉法人諭心会　豊
中千寿園

医療・福祉 大阪府 豊中市東豊中町6-10-47

563 ネイルサロン　グラース
生活関連サービ
ス・娯楽業

大阪府 池田市栄町10ー8 http://grace-nailsalon.com/

564 株式会社西鶴
その他のサービ
ス業

大阪府 交野市東倉治2-1521 http://www.e-saikaku.co.jp/

565
山田社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

大阪府 寝屋川市寿町22-2

566 プリサイス株式会社 情報通信業 大阪府
大阪市北区西天満二丁目 6
番8号
堂島ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ 5階

http://www.precise.co.jp/

567 大山工業 建設業 大阪府 大阪市西成区梅南1-7-26

568 株式会社サクラ歯研 医療・福祉 大阪府
大阪府堺市北区北長尾町8-
1-23
すばるﾋﾞﾙⅡ5F

569 株式会社エイバンサット 情報通信業 大阪府
大阪市北区西天満5-1-3
南森町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ

570 ＩＲＯ(ｲﾛ)
生活関連サービ
ス業、娯楽業

大阪府
大阪市西区南堀江2-7-17
ﾌﾙ―ﾚ南堀江105

571 株式会社ＭＳＣ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

大阪府
大阪市北区西天満3-6-21
AXIS東梅田ﾋﾞﾙ5階

572
有限会社システムブレー
ン

情報通信業 大阪府
大阪市中央区内本町2-1-19
松屋ﾋﾞﾙ11階

http://nextage0604.co.jp/company/



573
株式会社ｋａｗａｃｈｉ
航測

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

大阪府
大阪市天王寺区石ヶ辻町3-
10
IKﾋﾞﾙ2F

http://www.kawachikousoku.co.jp/

574
株式会社ｋｈｒｏｎｏｓ
(ｸﾛﾉｽ)

情報通信業 大阪府
大阪市淀川区西中島6-1-3
ｱｽﾄﾛ新大阪第2ﾋﾞﾙ2F

575 株式会社フィルディア
サービス業（他
に分類されない
もの）

大阪府
大阪府高槻市藤の里町1-1
くましろﾋﾞﾙ2階

576
ミゾブチメディカルネッ
トワーク株式会社

生活関連サービ
ス業、娯楽業

大阪府 大阪市城東区中浜3-25-7

577 株式会社益田商事 卸売業、小売業 大阪府
大阪市北区西天満4-4-18-
502

578 綾田印刷株式会社 製造業 大阪府 大阪市中央区谷町7-1-53
579 社会福祉法人香聖会 豊中 医療・福祉 大阪府 豊中市永楽荘 4-1-3 http://koseikai-subaru.com/index.html

580 利楽心株式会社 医療・福祉 大阪府 池田市緑丘1-2-16-302

581 有限会社樂八 飲食店・宿泊業 大阪府
豊中市庄内東町2-2-2
イーグルビル 1F

http://rakuhachi.co.jp/about.html

582 ＪＥＳ大阪
その他のサービ
ス業

大阪府
大阪市淀川区西宮原1-8-24
新大阪第3ドイビル6F

http://www.japanbfpa.com

583
Ｐ―ＦＡＣＴＯＲＹ株式
会社

卸売・小売業 大阪府 豊中市中桜塚1-1-1

584 株式会社ギア
教育・学習支援
業

大阪府
池田市栄本町1-8
NTT池田ビル4F

http://gear-inc.co.jp/

585 大山観光株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

大阪府 箕面市牧落3-1-16

586 株式会社シズカ
生活関連サービ
ス・娯楽業

大阪府 箕面市牧落3-1-16

587 株式会社ジェイエスシー 建設業 大阪府 寝屋川市木屋町2-4 http://www.jsc-tosou.com

588 株式会社ファミリー 卸売・小売業 大阪府 大阪市福島区福島6-24-14 http://www.djvjp.com
589 株式会社つかさ 飲食店・宿泊業 大阪府 枚方市伊加賀西町68番5号

590
株式会社サンエスモー
タース

その他のサービ
ス業

大阪府 枚方市三栗1-2-14

591
株式会社クリーンテック
サービス

建設業 大阪府
大阪市阿倍野区阪南町5丁
目2番30号 2F

http://cleantec-s.com/

592
株式会社ハッピーエデュ
ケーション

サービス業（他
に分類されない
もの）

大阪府 吹田市高野台5-9-20

593 株式会社ｈａｎａ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

大阪府 岸和田市大町121-3 http://www.garden-ah.com

594 愛和税理士法人
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

大阪府 大阪市中央区北浜3-1-22 http://www.e-riichi.com

595 株式会社ネイルズ
生活関連サービ
ス・娯楽業

大阪府 豊中市新千里東町1-5-2 http://www.nails.co.jp/

596
株式会社ネイルズ＆パー
トナーズ

生活関連サービ
ス・娯楽業

大阪府 豊中市新千里東町1-5-2

597
株式会社ネイルズ＆パー
トナーズ大阪

生活関連サービ
ス・娯楽業

大阪府 豊中市新千里東町1-5-2

598 株式会社Ｉ・ＢＯＲＮ 医療・福祉 大阪府 箕面市粟生外院5-2-39

599 ヘアートラスト
生活関連サービ
ス・娯楽業

大阪府
大阪市淀川区三国本町2-
18-39 1F

600 とくやま鍼灸接骨院 医療・福祉 大阪府 箕面市箕面5-11-11 http://www.e-tokuyama.com/

601 株式会社ドリームリンク 医療・福祉 大阪府 茨木市大手町11-24

602
有限会社ヒラヤス工業設
備

建設業 大阪府 豊中市利倉西1-10-27

603 株式会社ＬＵＣＡＬＥＳ
生活関連サービ
ス・娯楽業

大阪府 豊中市上野東3-17-4 http://www.uraradogteam.com/

604
合同会社スマイルアニー
ズ

生活関連サービ
ス・娯楽業

大阪府 箕面市粟生外院5-1-15

605 ユー計測株式会社 卸売・小売業 大阪府 寝屋川市堀溝1-23-4 http://www.u-keisoku.co.jp

606 蛸食堂 飲食店・宿泊業 大阪府 枚方市宮之阪1-19-12

607
Ｄｕｋａグループ　Duka
antique

生活関連サービ
ス・娯楽業

大阪府
寝屋川市出雲町4-1
プロムナード出雲1F

http://www.duka0928.com



608 ＫＲ２Ｓ
生活関連サービ
ス・娯楽業

大阪府 堺市北区中百舌鳥4-90-103

609 ＣｏＣｏ.Ｈａｉｒ
生活関連サービ
ス・娯楽業

大阪府 堺市北区百舌鳥梅町3-1-8

610 有限会社ウェルフェア寿 医療・福祉 大阪府 藤井寺市藤ヶ丘1-2-3

611
Ｑｕｅｓｔ－Ｃｏｍ株式
会社

情報通信業 大阪府
大阪市中央区淡路町3丁目5
番13号
総研御堂筋ﾋﾞﾙ3F

http://quest-com.co.jp/

612 株式会社ＭＡＮＡ 卸売業、小売業 大阪府
大阪市中央区瓦屋町3-10-
1-803

http://www.mamaishiya.com/

613
株式会社ＮＯＲＴＨ　Ｓ
ＩＤＥ

医療・福祉 大阪府
大阪府堺市南区庭代台1丁
22-4

http://musundoko-kaigo.com

614
大阪法務サービス有限会
社

サービス業（他
に分類されない
もの）

大阪府
大阪市東住吉区鷹合1-20-
27

615 株式会社日栄テック 建設業 大阪府
大阪市東淀川区東中島2丁
目8-6
新大阪ｻﾑﾃｨﾋﾞﾙ3階

http://www1a.biglobe.ne.jp/nichieitec/

616
Ｑｕｅｓｔ－Ｃｏｍ株式
会社東京本社

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

大阪府
東京都中央区日本橋人形町
3-2-5

http://www.quest-com.co.jp

617 Ｇｌａｎｚ (ｸﾞﾗﾝﾂ)
生活関連サービ
ス業、娯楽業

大阪府 大阪府泉佐野市日根野7241 http://www.glanz-h.net

618 株式会社コステック
教育、学習支援
業

大阪府
大阪市中央区天満橋京町1-
1
京阪ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ西館4階

http://www.costech.co.jp/

619
一般社団法人キャリアデ
ザインアプローチ

医療・福祉 大阪府
大阪市中央区北新町2-8 TD
ﾋﾞﾙ2F

http://www.cda.osaka.jp/

620 株式会社クロスウエア 情報通信業 大阪府
大阪市北区西天満5丁目10
番17号

http://www.crossware.co.jp/cross/index.html

621 株式会社アフロ
不動産業、物品
賃貸業

大阪府 大阪市浪速区難波中1-8-14 http://aflo-net.jp

622
松本佳之公認会計士・税
理士事務所

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

大阪府
大阪市北区堂山町18番3号
ｵｵﾂｼﾞ堂山ﾋﾞﾙ4F

623 株式会社川尻組 建設業 大阪府 大阪市北区大淀南3-13-11

624
チェルピーナ（チェリー
ナ邸）

宿泊業、飲食
サービス業

大阪府
大阪市中央区高麗橋2-2-2
日宝北浜ﾋﾞﾙ2F

625 P-SMILE株式会社 医療・福祉 大阪府 豊中市大島町3-2-3

626
愛らいふサービス株式会
社

医療・福祉 大阪府 池田市井口堂2-4-34 http://www.ailife-service.com/

627 株式会社野乃鳥 飲食店・宿泊業 大阪府 池田市住吉2-14-7 https://nonotory.jp/
628 辻井産業株式会社 飲食店・宿泊業 大阪府 豊中市蛍池東町1-2-19 http://www.hoteltsujii.com/index.php

629 株式会社りある 医療・福祉 大阪府 東大阪市若江東町3-3-47 http://rial2012.jimdo.com

630 株式会社ジャスティス 医療・福祉 大阪府 吹田市青山台2-1-1 http://care-net.biz/27/jst-lead/

631
株式会社ディーズロジュ
ワン

その他のサービ
ス業

大阪府 枚方市香里園山之手町27-1 http://wankonchi.jp/

632 株式会社伸生 運輸業 大阪府 木津川市加茂町大野唐岩42

633
株式会社ＩＴ－Ｂｒａｉ
ｎ

情報通信業 大阪府
大阪府高石市綾園1-1-5延
命産業ﾋﾞﾙ202

http://www.uriup.com

634 ＡＧＲＥＥ（アグリー）
生活関連サービ
ス業、娯楽業

大阪府
堺市北区百舌鳥赤畑町2-
86-1

635 フカトレ心斎橋店
生活関連サービ
ス業、娯楽業

大阪府
大阪市中央区心斎橋筋1-3-
2楢栄ﾋﾞﾙ2F

http://brspo.main.jp/

636 株式会社チャレンビー
宿泊業、飲食
サービス業

大阪府
大阪市東淀川区小松2-13-
23

https://www.challenbee.com/blank-2

637
株式会社ｅｎ ＣＵＢＥ
(ｴﾝｷｭｰﾌﾞ)

サービス業（他
に分類されない
もの）

大阪府
大阪市西区靭本町1-11-7
信濃橋三井ﾋﾞﾙ7階

638
合同会社ＭｏｏｎＬｅａ
ｆ

その他のサービ
ス業

大阪府 池田市栄本町7-1 http://moon-leaf.com/contents_750.html

639
一般社団法人Ｃｏｎｃｅ
ｐｔ

医療・福祉 大阪府 吹田市津雲台4-1-6

640 合同会社Ｓｕｎはーと 医療・福祉 大阪府 池田市住吉1-14-25



641 辻和建設株式会社 建設業 大阪府 吹田市南金田1-6-39 http://www.tujiwa.co.jp/

642 有限会社佐賀商事 医療・福祉 大阪府 吹田市南金田1-6-39 http://www.senrinoie.com/

643 ニコニコ　服部元町教室 医療・福祉 大阪府
豊中市服部元町2-4-7 シャ
トー錦1F

http://niconico.or.jp/

644 有限会社プレジャーズ 卸売・小売業 大阪府 大阪市北区茶屋町3-1
645 有限会社マイム 卸売・小売業 大阪府 箕面市西小路3-16-3
646 株式会社かえで水道 建設業 大阪府 枚方市長尾家具町2-15-33 http://www.kaede-w.com/

647 アリエル株式会社 卸売・小売業 大阪府 枚方市楠葉並木2-22-1-6F

648
介護サービスハッピーク
ローバー

医療・福祉 大阪府 大阪市平野区瓜破東3-1-4

649 有限会社エヌ・エス 建設業 大阪府 枚方市走谷2-31-1

650 有限会社藤研工業 製造業 大阪府
大阪市生野区巽南2丁目12
番37号

651 Ｂｉｊｏｕ（ビジュー）
生活関連サービ
ス業、娯楽業

大阪府
堺市北区百舌鳥梅北町2-
53-5

http://bijou-nail.jp/

652
株式会社ディレクト（Ｄ
ＲＥＣＴ）

運輸業、郵便業 大阪府
大阪市西区北堀江4丁目16
番19号

653
有限会社スペースソ
リューション

不動産業、物品
賃貸業

大阪府
大阪市北区天神橋2丁目5番
25号

http://wakasugi-bldg.jp

654 ハイマスト合同会社
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

大阪府 大阪府狭山市山本東18-25 http://www.sunnyside-english.com

655
株式会社グッドライフケ
ア大阪

医療・福祉 大阪府
大阪市北区紅梅町1-6ｶｻﾞﾘｰ
ﾉﾋﾞﾙ 6階

656 株式会社えどじまん
生活関連サービ
ス業、娯楽業

大阪府
大阪市港区港晴4-14-5
港晴ﾊﾟｰﾙｼﾃｨﾋﾞﾙ7F

657
株式会社ＴＴＦＯＯＤ
ＣＯＭＰＡＮＹ

飲食店・宿泊業 大阪府 池田市室町1-6

658 箕面WISH
生活関連サービ
ス・娯楽業

大阪府 箕面市桜4-18-1 http://wish1998.com/

659 豊中都市管理株式会社 不動産業 大阪府 豊中市玉井町1-1-700

660 Hair Make TWINS
その他のサービ
ス業

大阪府 交野市森南1丁目26-1-103

661 社会福祉法人　多邦会 医療・福祉 大阪府 高槻市三箇牧2-20-3 http://tahoukai-hibarien.com

662 濵経営労務事務所
その他のサービ
ス業

大阪府 枚方市新町1-13-35-407

663
ひらかたレディース整体
宙

生活関連サービ
ス・娯楽業

大阪府
枚方市新町1-9-6松浦枚方
ビル6階B

https://sorasorasorasido.com

664
株式会社新日本ツーリス
ト

生活関連サービ
ス業、娯楽業

大阪府
大阪市平野区加美鞍作1-
10-25

https://www.shin-nihontourist.com/

665
社会保険労務士事務所ア
コード

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

大阪府
大阪市中央区谷町1-7-3
天満橋千代田ﾋﾞﾙ3階B号室

http://www.accord-sr.jp/

666 株式会社中瀬古工務店 建設業 大阪府
大阪府大阪狭山市西山台3-
1-30

http://nakasekokoumuten.sakura.ne.jp

667
社会保険労務士法人　労
務管理・経営管理　中村
事務所

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

大阪府
大阪市西区北堀江1-22-25
ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ北堀江2階

https://www.nakamura-sr.com

668 合同会社シーエスディー 情報通信業 大阪府 箕面市栗生新家1-10-35 http://csd-net.com/index.html

669 一般社団法人MDI 医療・福祉 大阪府 豊中市山ノ上町11-11-3 http://www.nakamajuku.org

670 有限会社アズボウ 製造業 大阪府 箕面市箕面8-8-19 http://www.asbow.co.jp/

671
特定非営利活動法人木の
香

医療・福祉 大阪府 箕面市半町2-2-10

672
社会福祉法人のぞみ　古
江台ホール

医療・福祉 大阪府 池田市古江町18-2

673
株式会社ライツェントベ
アー

飲食店・宿泊業 大阪府 枚方市長尾元町2-30-12

674
株式会社若宮の家一級建
築士事務所

建設業 大阪府 枚方市星丘1丁目23-1-101

675 株式会社ユウケン 建設業 大阪府
寝屋川市御幸東町12-13-A
号

676
株式会社A store
planning

飲食店・宿泊業 大阪府 寝屋川市寿町47-2-1202 http://www.astore-planning.jp/

677 介護花形合同会社 医療・福祉 大阪府 枚方市尊延寺5-11-12



678
生活協同組合兵庫いきい
きコープ

卸売・小売業 大阪府 西宮市山口町名来2-5-11

679 株式会社スウィング
専門・技術サー
ビス業

大阪府 枚方市走谷2-31-1 http://www.is-kango.jp

680 わかば整骨院 医療・福祉 大阪府
大阪市北区天神橋4-10-7-
102

681
有限会社ヒューマンケア
マネジメント

その他のサービ
ス業

大阪府 寝屋川市田井西町28-3

682 株式会社ロックリバー 建設業 大阪府 寝屋川市高柳3丁目13-5

683
有限会社クローバーホー
ム

医療・福祉 大阪府
大阪市天王寺区筆ヶ崎町2-
18(本社)

684 癒やし家
生活関連サービ
ス業、娯楽業

大阪府 大阪市中央区船越町2-1-5 http://iyashiya-z.com/shop_tenmabashi/

685
株式会社Ｃ＆Ｄシステム
サポート

情報通信業 大阪府 大阪市中央区内本町1-2-6 https://www.c-dss.co.jp/

686 株式会社リビングライフ
不動産業、物品
賃貸業

大阪府 東大阪市小阪2-2-29 http://www.living-life.biz/

687 有限会社山冨商店 卸売業、小売業 大阪府
大阪市中央区船場中央2-2-
5-B112 船場ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ5号館
地下1階北通り

https://yamatomi.biz/

688 フォルトゥーナ
生活関連サービ
ス・娯楽業

大阪府 豊中市 岡町北3-5-1 http://fortuna-style.jp/

689
株式会社トータルライフ
サポート

医療・福祉 大阪府 吹田市五月ヶ丘北1-17 http://total-lifesupport.com/

690 株式会社リライト 建設業 大阪府 豊中市庄内西町4-24-16-1F http://www.re-lite.info
691 株式会社イマジナル 卸売・小売業 大阪府 吹田市千里山東1-17-31 http://imaginal.co.jp/

692 株式会社エッグレイ
その他のサービ
ス業

大阪府 豊中市柴原町5-5-23 2F http://egglay.com/

693
株式会社リップル　リッ
プル箕面

医療・福祉 大阪府 箕面市桜1丁目7-15 http://ripple-kaigo.jp/

694 株式会社ザ・ケア 医療・福祉 大阪府
摂津市千里丘4丁目10番17-
105号

695 有限会社平瀬商会 製造業 大阪府 交野市星田北5丁目54-5

696 東口鉄筋工業株式会社 建設業 大阪府
寝屋川市池田2丁目6-37-
105

697 ネオテックス株式会社 製造業 大阪府 柏原市円明町1000番134号
698 株式会社タチバナ電器 卸売・小売業 大阪府 枚方市牧野本町1-10-25

699
株式会社ＲｏＬｃ（ロル
ク）

生活関連サービ
ス業、娯楽業

大阪府
大阪市北区万歳町3－20別
棟Ａ号室

http://lilybabe.jp

700 株式会社セルカ 情報通信業 大阪府
大阪市中央区北浜2丁目1番
5号
平和不動産北浜ビル9階

http://www.cerca-jp.com/index.html

701 理一会計事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

大阪府
大阪市淀川区西中島14番31
号
財形第一新大阪ハイツ2階

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

702 株式会社ルナエステート
不動産業、物品
賃貸業

大阪府

大阪市中央区東心斎橋1－4
－1
オリエンタル東心斎橋ビル
7階

http://luna-estate.com/

703 医療法人新井歯科医院 医療・福祉 大阪府
大阪市生野区巽北3丁目12
－13

704
未来電機システム株式会
社

電気・ガス・熱
供給・水道業

大阪府
大阪府堺市中区深井中町
880－60

http://www.miraidenki-system.com

705
株式会社ネクストジェネ
レーションパートナー

その他のサービ
ス業

大阪府
枚方市大垣内町2丁目12-10
スターライトビル405

http://n-g-p.jp/

706
株式会社オールケアライ
フオールケア居宅サービ
スセンター

医療・福祉 大阪府 守口市藤田町1-53-12

707 きらきら保育園
教育・学習支援
業

大阪府 交野市梅が枝44-301

708 アオキ輪業 卸売・小売業 大阪府 枚方市招堤南町3丁目11-7

709
株式会社オールケアライ
フ

その他のサービ
ス業

大阪府 守口市大日町3-27-7

710 ハーツ建設株式会社 建設業 大阪府 交野市星田4丁目34番19号 http://nttbj.itp.ne.jp/0120802845/



711 株式会社リュウツウ
その他のサービ
ス業

大阪府 枚方市東田宮1-14-18

712 株式会社ロングリーチ 製造業 大阪府 和泉市箕形町1丁目6番22号

713 まつお社労士事務所
その他のサービ
ス業

大阪府 大阪市浪速区元町1丁目9-9

714
有限会社ＴＡＳＫ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ

サービス業（他
に分類されない
もの）

大阪府
大阪市北区大淀中3-16-12
Ｆ＆Ｇビル

715 株式会社ディバイン 建設業 大阪府
大阪府吹田市広芝町４－３
４江坂第一ﾋﾞﾙ２Ｅ

http://divine-interior.com/

716 株式会社レタス 情報通信業 大阪府
大阪市中央区北浜２－５－
２３　小寺プラザ３階

https://www.letus.co.jp/

717
株式会社Ｅｄｕｐｈｉｌ
ｅ（ｴﾃﾞｭﾌｧｲﾙ）

教育、学習支援
業

大阪府
大阪市大正区泉尾４－１７
－７　1階

718
株式会社キーコネクショ
ンズ

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

大阪府
大阪市中央区船越町1-3-6
フレックス大手前ビル1階

https://www.keyconnections.co.jp

719 株式会社ソワン 医療・福祉 大阪府
高槻市東五百住町3丁目18
番1号

720
エルアンドアール総合法
務事務所

その他のサービ
ス業

大阪府 和泉市箕形町1丁目6番22号

721
フェアリーホーム株式会
社

不動産業 大阪府 堺市西区上647番1(1階)

722 はるき造園 建設業 大阪府
豊中市庄内栄町3-12-40-
601

723
一般社団法人　兵庫県食
品産業協会

製造業 兵庫県
神戸市中央区花隈町12-6第
三大知ビル

http://hyo-syokusan.sakura.ne.jp

724 有限会社ツツイ電工
電気・ガス・熱
供給・水道業

兵庫県 姫路市飾磨区阿成植木1010

725
セキュリティカメラＣＴ
Ｓ

卸売・小売業 兵庫県
加古川市加古川町大野
1150-1

http://security-camera-cts.com

726 濱田会計事務所
その他のサービ
ス業

兵庫県 姫路市南車崎2丁目4-13

727 田中クリニック 医療・福祉 兵庫県 豊岡市正法寺631
728 株式会社谷下 製造業 兵庫県 豊岡市高屋908-1
729 ＲＥＸ株式会社 製造業 兵庫県 豊岡市伏198 www.rex-co-ltd.com

730 株式会社アイナス 卸売・小売業 兵庫県
兵庫県洲本市中川原町三木
田729-4

http://ainas.co.jp/

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

732 株式会社中央電機 製造業 兵庫県 兵庫県洲本市池田66-2

733 株式会社ＩＤＣ
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 姫路市宮西町2丁目8 http://www.idcgroup.co.jp

734 久後石油株式会社 卸売・小売業 兵庫県
加古川市平岡町新在家929-
2

http://www.oilworld.jp

735 松岡建築事務所 建設業 兵庫県
加古郡播磨町東本荘3丁目
4-12

http://matsukenharima.com

736 株式会社エムス・テック 卸売・小売業 兵庫県 姫路市北条口3-88 http://mstech.co.jp
737 株式会社前實 製造業 兵庫県 姫路市花田町高木325-2 http://maemi-seikakusyo.com/

738 株式会社彩路 建設業 兵庫県 姫路市西夢前台3-24 http://www.sairo.co.jp

739 株式会社武田建設 建設業 兵庫県 兵庫県洲本市納169 http://www.takeda-kensetsu.co.jp/

740
オリエンタル・テクノ株
式会社

建設業 兵庫県 兵庫県南あわじ市湊1324-7 http://www.ori-tech.net/

741
カフェ＆レストラン　し
ぶれっと

飲食店・宿泊業 兵庫県
兵庫県淡路市多賀197淡路
市ふるさとセンター内

http://awaji-ciboulette.com/

742 安川製瓦店株式会社 製造業 兵庫県 姫路市四郷町山脇605 http://www.myfavorite.bz/yasukawa_kawara/pc/index.html

743 株式会社平野時計本店 卸売・小売業 兵庫県 姫路市二階町72

744 株式会社１１７
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 姫路市古二階町63番地 http://www.117.co.jp

745 株式会社大和生研
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 姫路市古二階町63番地 http://www.117.co.jp

746 株式会社あっぷる 医療・福祉 兵庫県 姫路市古二階町63番地 http://www.117.co.jp

747 株式会社大設
専門・技術サー
ビス業

兵庫県
姫路市広畑区蒲田4丁目140
番地

http://www.kk-daisetsu.co.jp



748 JOY
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
加古川市加古川町稲屋171-
7

http://joy-house.kobe.fm/

749
セブン-イレブン加古川尾
上町店

卸売・小売業 兵庫県 加古川市尾上町長田152-1

750
セブン-イレブン播磨本荘
4丁目店

卸売・小売業 兵庫県
加古郡播磨町本荘4丁目
1325-4

751
トップマンナガタ教材株
式会社

卸売・小売業 兵庫県 姫路市飾磨区阿成1-7 http://www.topman.ne.jp

752 株式会社シマヤ 卸売・小売業 兵庫県 姫路市飾磨区思案橋60 http://www.shimaya-corp.com

753 三和鉄工株式会社 製造業 兵庫県 高砂市梅井3丁目15番14号 http://www.sanwa-m.com

754 株式会社内海鉄工所 製造業 兵庫県 加西市西笠原町172-3
755 有限会社後藤サービス 製造業 兵庫県 豊岡市下宮1070-1
756 平野　株式会社 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市中陰399-8 http://www.hiranobag.co.jp

757 株式会社　メルサ 建設業 兵庫県 豊岡市九日市中町244-2 http://www.merusa.net/

758 株式会社　ウノフク 製造業 兵庫県 豊岡市梶原328 http://www.unofuku.com

759 平山接骨院　平山克士 医療・福祉 兵庫県 朝来市新井626-6

760 日高神鍋観光協会
その他のサービ
ス業

兵庫県 豊岡市日高町栗栖野59-13

761 武田食品冷凍株式会社 製造業 兵庫県 兵庫県洲本市由良4-15-8 http://www.tsrk.com/

762
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

763 株式会社夢パソ
教育・学習支援
業

兵庫県 神戸市西区王塚台5-112-2 http://yumepaso.com

764 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

765
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

766 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/

767 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

768 株式会社アイワ
その他のサービ
ス業

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

769 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

770
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

771
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

772 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
773 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

774
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

775
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

776 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

777 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

778 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

779
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

780 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

781 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

782 株式会社誠和管財
その他のサービ
ス業

兵庫県 尼崎市東難波町4-11-33

783 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

784 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



785
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

786
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/

787
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

788
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

789
株式会社日本ビジネス
データープロセシングセ
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

790 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

791
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

792 有限会社関西
その他のサービ
ス業

兵庫県
神戸市東灘区向洋町中1-6-
42

http://www.hime-japan.com

793
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

794
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/

795
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/

796
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/

797 横田美装株式会社
その他のサービ
ス業

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

798
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

799
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

800 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

801 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

802
社会福祉法人明倫福祉会
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

803 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

804
株式会社インキュベー
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/

805
株式会社エイブル・ス
タッフ

その他のサービ
ス業

兵庫県
神戸市中央区下山手通3-
10-4

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

806 株式会社極東ブレイン
その他のサービ
ス業

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

807 株式会社フジデジタル
その他のサービ
ス業

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

808 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

809 夙川防災株式会社 建設業 兵庫県 西宮市寿町5-34-302

810
社会保険労務士事務所
経営管理センター

その他のサービ
ス業

兵庫県
神戸市中央区元町通6-7-10
6Ｆ

http://www.kanri-center.jp

811
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

812
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

813 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

814 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/

815 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

816 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

817
株式会社フレッツソ
リューションズ

卸売・小売業 兵庫県 神戸市兵庫区水木通6-4-14 http://www.flets2001.com/

818 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/



819
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

820 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

821
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

822
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

823 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

824 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

825 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

826 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/

827 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

828 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

829 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

830 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

831 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/

832 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

833 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

834 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

835
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

836 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

837
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/

838 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/

839 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

840
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

841 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

842 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/

843
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/

844 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

845 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/

846 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

847 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

848
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

849 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

850 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/

851 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/

852
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

853 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

854 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

855 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
856 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

857 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/



858 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/

859
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

860 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

861 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

862 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
863 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

864 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

865 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

866 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/

867 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

868 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

869 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

870
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

871 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/

872 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

873
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/

874 山口会計事務所
その他のサービ
ス業

兵庫県
神戸市中央区浜辺通5丁目
1-14

875 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

876 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/

877 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

878 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/

879
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

880 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

881 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

882 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

883 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
884 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

885 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

886 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

887 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

888 神戸ビル管理株式会社
その他のサービ
ス業

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

889 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

890 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/

891 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

892 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

893 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/

894
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

895 株式会社志光 医療・福祉 兵庫県 宝塚市南口1-10-29

896
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

897 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

898 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/

899 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

900 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



901 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/

902 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

903
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

904 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

905 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

906 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

907 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

908
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

909 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

910
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

911
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

912
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

913 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

914
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/

915
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

916 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

917 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

918 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

919 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

920 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

921 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/

922 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

923 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/

924 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

925 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

926
株式会社アローフィール
ド

その他のサービ
ス業

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

927 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

928 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

929
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

930 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/

931 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

932 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

933
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/

934
有限会社リツメンテナン
ス

その他のサービ
ス業

兵庫県 尼崎市大島2-7-10

935 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/

936 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

937 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



938 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

939 エアグランデ株式会社
その他のサービ
ス業

兵庫県 尼崎市南武庫之荘3-25-10 http://eagrande.co.jp

940 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

941
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/

942 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

943 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

944 エイジサポート 医療・福祉 兵庫県 明石市林崎町3-482
945 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

946
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

947 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

948
株式会社Joker
Enterprise

その他のサービ
ス業

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/

949 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

950 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

951 株式会社双葉化学商会
その他のサービ
ス業

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

952 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/

953 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

954 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

955 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

956 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

957 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

958 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

959 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

960 有限会社ACT 不動産業 兵庫県 尼崎市上坂部3-7-10
961 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

962
ブロッサム・コーポレー
ション㈱

医療・福祉 兵庫県 伊丹市昆陽池2-156

963 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

964 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/

965 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

966 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

967
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

968 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/

969 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

970 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

971
㈱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/

972 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/

973 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

974 株式会社創喜
その他のサービ
ス業

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

975 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

976 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

977 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/



978 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

979 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

980 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
981 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

982 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

983 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
984 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/
985 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

986 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/

987 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

988
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

989 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

990 株式会社ＭＹアカデミー
教育・学習支援
業

兵庫県
神戸市中央区御幸通８丁目
１番６号　神戸国際会館２
２階

http://www.myac.biz

991 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

992
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

993 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

994 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/

995 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

996 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

997 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

998 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

999 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

1000
電鉄商事㈱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

1001 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

1002 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

1003 株式会社山澤工房
その他のサービ
ス業

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

1004 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

1005 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/

1006 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

1007 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/

1008 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

1009
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

1010 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

1011
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

1012 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/

1013 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

1014
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

1015
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

1016 ジェイカス株式会社 運輸業 兵庫県
西宮市戸田町5-16西宮ビル
５F

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



1017
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

1018 丸山刺繍株式会社 製造業 兵庫県 加東市上滝野575

1019 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

1020
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

1021 株式会社拓土
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

兵庫県 篠山市池上618

1022 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

1023
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

1024
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

1025 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

1026 加古農機具商会 卸売・小売業 兵庫県 小野市復井町1828

1027 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

1028 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

1029 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

1030 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/

1031 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

1032 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/

1033 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/

1034 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/

1035
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/

1036
株式会社全国介護タク
シー協会

その他のサービ
ス業

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

1037 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

1038 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

1039
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

1040
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

1041 シグマ・ガル株式会社
その他のサービ
ス業

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

1042
株式会社GEOソリューショ
ンズ

専門・技術サー
ビス業

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

1043
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/

1044
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/

1045 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/

1046 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/

1047 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

1048
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

1049 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/

1050 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

1051 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



1052 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

1053 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

1054 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/

1055 Shuu整骨院 医療・福祉 兵庫県 高砂市米田町米田151-2
1056 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

1057
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

1058 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

1059
訪問介護ステーション
COCOLO

その他のサービ
ス業

兵庫県
三田市中央町4-5　三田ﾋﾞﾙ
7F

1060 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

1061
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

1062 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

1063
株式会社フロンティア企
画（ペットサロンつば
さ）

その他のサービ
ス業

兵庫県 西宮市室川町5-26 http://www.tsubasa-pet.com

1064 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

1065 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

1066
株式会社甲南学園サービ
スセンター

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

兵庫県
神戸市東灘区住吉本町2-
29-15

http://www.konan-isc.co.jp

1067 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

1068 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

1069
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

1070 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

1071 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

1072
おくるまネットワーク株
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/

1073 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

1074 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

1075
株式会社西村屋フーズコ
ム

飲食店・宿泊業 兵庫県 神戸市中央区磯上通7-1-20 http://www.nishimuraya-fc.com

1076 株式会社神戸設計ルーム
専門・技術サー
ビス業

兵庫県
神戸市中央区磯辺通3-1-
2NLC三宮5F

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

1077 株式会社CIAOLA 建設業 兵庫県
神戸市中央区小野浜町1-4-
426

http://ciaola.jp/

1078 NPO法人　棚田LOVER’s 農業・林業 兵庫県 兵庫県神崎郡市川町谷915 http://tanadalove.com

1079 hair care salon Schon
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
尼崎市長洲本通2-1-19　小
林ビル

1080
エイコーンイングリッ
シュアカデミー

教育・学習支援
業

兵庫県
神戸市東灘区住吉本町1-
11-9

http://www.acornenglishacademy.com

1081 Earthink株式会社 卸売・小売業 兵庫県
兵庫県三田市南が丘1-40-
34

http://www.earthink.tv

1082 MUSEUM
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
神戸市中央区三宮町2-6-4
宮内三宮ﾋﾞﾙ3階

http://museum-nm.com

1083
株式会社兵庫ミートフー
ズ

卸売・小売業 兵庫県
神戸市兵庫区今出在家町1
丁目2-15

http://www.hyogo-meat.com

1084 太田工務店株式会社 建設業 兵庫県
多可郡多可町中区門前337-
1

http://www.ootakoumutenn.net/

1085 株式会社アイラス 製造業 兵庫県
三木市吉川町金会字箱木原
959-6

1086 笹岡薬品株式会社 卸売・小売業 兵庫県 芦屋市業平町6番34-202 http://www.sasaokayakuhin.co.jp

1087
株式会社ピースリー・ク
リエーション

卸売・小売業 兵庫県 神戸市須磨区緑が丘2-29-4 http://www.voulez-v.com



1088 株式会社ナオ 卸売・小売業 兵庫県 加古川市志方町原215-1
1089 有限会社ビルボード 製造業 兵庫県 神戸市灘区弓木町2丁目2-1 http://billboard.ocnk.net

1090 いとう鍼灸整骨院 医療・福祉 兵庫県
神戸市東灘区魚崎北町5丁
目4-12-103

http://itocon1１０３.com

1091 のだ歯科医院 医療・福祉 兵庫県
神戸市東灘区岡本1-11-29ﾂ
ｲﾝｺｰﾄ岡本1階

http://kobe-nodadc.com

1092 光青工業株式会社
その他のサービ
ス業

兵庫県
神戸市灘区城内通3丁目2番
16号

http://www.kosei-kogyo.co.jp

1093
有限会社ハートコーポ
レーション

医療・福祉 兵庫県
姫路市南畝町2丁目31番地
浜屋ハートビル3Ｆ

1094 株式会社Ｒ＆Ｌ 医療・福祉 兵庫県
神戸市東灘区森南町一丁目
12番13号

http://rl-kobe.com

1095 ケイ・プランニング
専門・技術サー
ビス業

兵庫県
神戸市北区道場町生野
1172-23

1096 株式会社ビリーブ 建設業 兵庫県 加古川市志方町742-1 http://believe-k.com

1097
社会福祉法人華福祉会
大島南保育園

医療・福祉 兵庫県
尼崎市大庄西町2丁目26番
18号

1098 株式会社ウェイアウト 建設業 兵庫県 尼崎市次屋3-17-11 http://www.way-o.com
1099 吉永建設株式会社 不動産業 兵庫県 川西市多田桜木１丁目2-14 http://www.yoshinaga-group.jp

1100 山形組株式会社 建設業 兵庫県
神戸市兵庫区湊川町3丁目8
番２号

1101 株式会社ASTCIA 建設業 兵庫県
神戸市中央区小湊通1-2-15
モアライフ神戸205

1102 合同会社hak 飲食店・宿泊業 兵庫県
兵庫県伊丹市野間北2-10-
21

1103 車工房竹中屋
その他のサービ
ス業

兵庫県
神戸市西区伊川谷町有瀬
1150-2黒田第2ﾋﾞﾙ1F

http://takenakaya.com

1104 有限会社楽笑
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
兵庫県伊丹市南町4-3-14
フィールド南町1F

http://www.dot-hair.com

1105 株式会社光栄 医療・福祉 兵庫県
兵庫県三田市下田中42番地
1

http://loz-koei.com

1106 有限会社　左官山本組 建設業 兵庫県
兵庫県西宮市今津水波組10
番6号

http://www.ab.auone-net.jp/~sakan/

1107 株式会社POT
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
兵庫県神戸市長田区二葉町
3-1-12

1108
社会福祉法人　きらくえ
ん

医療・福祉 兵庫県
神戸市中央区雲井通4-2-2
マークラービル10F

http://www.kirakuen.or.jp

1109
特定非営利活動法人
マーチング　みちくさ本
舗

医療・福祉 兵庫県
兵庫県明石市魚住町金ケ崎
1441-1

1110 有限会社　ヤスオ畳店 製造業 兵庫県
神戸市西区岩岡町印路877-
2

1111
特定非営利活動法人　ひ
なた

医療・福祉 兵庫県
兵庫県姫路市御国野町御着
237番地１

http://hinata2011.com

1112 株式会社　亀井商店 卸売・小売業 兵庫県
神戸市中央区三宮町3丁目
9-18

1113 朝日興産㈱ 卸売・小売業 兵庫県
神戸市灘区備前町2丁目2番
9号

1114 ＢＲＥＭＥＮ
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 兵庫県篠山市西岡屋106-1 http://bremen-h.jp

1115
ゆうらホールディングス
㈱

卸売・小売業 兵庫県
神戸市中央区東町123-1
貿易ビル507

http://you-la.co.jp

1116 ㈱いづよね 卸売・小売業 兵庫県
神戸市東灘区御影塚町2丁
目9-17

http://yonezou.com

1117 OCI株式会社 製造業 兵庫県
神戸市西区高塚台4丁目3番
地6

1118 株式会社　大上鞄店 卸売・小売業 兵庫県 神戸市中央区元町通1-4-11 http://kobe-ohue.com

1119 有限会社　ウェルビー 医療・福祉 兵庫県
兵庫県加西市鎮岩町482番
地の1

1120
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

1121 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/
1122 株式会社　自動車新聞社 情報通信業 兵庫県 神戸市中央区磯辺通3-1-2



1123 株式会社本庄商会 建設業 兵庫県
神戸市東灘区住吉宮町7-4-
1

http://www.honjoh.com

1124 有限会社　ポップ・アイ 製造業 兵庫県 芦屋市大東町1-11-102 http://www.pop-i.co.jp

1125 山脇自動車
その他のサービ
ス業

兵庫県
加古川市加古川町中津760-
1

1126 丸魚水産株式会社 卸売・小売業 兵庫県 姫路市延末295 http://www.maruuo-net.co.jp

1127 株式会社フィッシュ 製造業 兵庫県 姫路市白浜町甲912-18

1128
株式会社アトリエフリー
ダム

その他のサービ
ス業

兵庫県 姫路市大津区平松39-10 http://www.a-freedom.co.jp

1129 株式会社梶原鉄工所 製造業 兵庫県 姫路市飾磨区恵美酒441 http://www.kajiwara-ltd.co.jp

1130
特別養護老人ホーム　泉
の杜

医療・福祉 兵庫県 姫路市豊富町神谷3041-20 http://www.izuminomori.com

1131 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

1132
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/

1133 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/

1134 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

1135 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.yaneseko.com

1136 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
1137 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/

1138
富士コンピュータ株式会
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

1139 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

1140 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

1141 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

1142 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
1143 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

1144 株式会社アシストワン 医療・福祉 兵庫県
加古川市加古川町篠原町
70-3　第一ビル2F

http://www.assist1.com

1145 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/

1146
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

1147 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

1148 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
1149 株式会社千石 製造業 兵庫県 加西市別所町395 http://www.sengokujp.co.jp

1150
株式会社ライフメンテナ
ンス

その他のサービ
ス業

兵庫県 神崎郡福崎町福田276-1 http://www.life-mente.com

1151 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

1152 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
1153 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

1154 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

http://www.non-group.jp

1155 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

1156 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
1157 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/

1158 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

1159 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

1160 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/

1161 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/

1162 株式会社ザ・ガード
その他のサービ
ス業

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

1163 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

1164 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

1165 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

1166 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



1167 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
1168 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/

1169 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/
1170 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

1171 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

1172 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

1173 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

1174
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

1175 株式会社山地整骨院 医療・福祉 兵庫県 姫路市白国1-1-7 http://www.yamaziseikotsu.com

1176 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

1177
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

1178
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/

1179 Ｃｉｅｌ
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
高砂市荒井町小松原3丁目
3-31

https.//www.facebook.com/hairciel 201001/

1180 株式会社ウエスト神姫 運輸業 兵庫県 相生市竜泉町394-1 http://www.shinkibus.co.jp

1181 希望社
専門・技術サー
ビス業

兵庫県
相生市双葉2丁目8-10
エースワンビル1階

http://www.kibousha-pc.jp

1182 みずほ産業株式会社 製造業 兵庫県 高砂市曽根町995-11 http://v21.co.jo
1183 播磨機械工業株式会社 製造業 兵庫県 加西市鶉野町東大下80番地 http://www.harima-kikai.co.jp

1184
株式会社ＹＫ商会　加西
工場

製造業 兵庫県
加古川市加古川町粟津469-
1

http://ykshoukai.com/

1185
パンチ工業株式会社　兵
庫工場

製造業 兵庫県
加西市常吉町字東畑922-
202

http://www.punch.co.jp

1186 高井電機株式会社 製造業 兵庫県 加西市若井町2713 http://www.takaidenki.co.jp

1187 中井工業株式会社 製造業 兵庫県 加西市下宮木町751 http://www.nakaikogyo.com

1188 株式会社山陽 製造業 兵庫県 姫路市東郷町43番地 http://www.sanyotan.co.jp

1189 株式会社ホープ
その他のサービ
ス業

兵庫県
姫路市花田町一本松字牛塚
1-1

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

1190 株式会社カマタニ 卸売・小売業 兵庫県 姫路市御国野町国分寺78 http://www.kamatani.co.jp

1191
株式会社主婦の店　赤穂
店

卸売・小売業 兵庫県 赤穂市加里屋46-2 http://www.akoshufu.co.jp/

1192 株式会社治田電工 建設業 兵庫県 姫路市網干区津市場771-1

1193
特別養護老人ホーム清住
園

医療・福祉 兵庫県 姫路市飾東町清住555番地 http://www.kiyosumien.jp/

1194 神姫商工株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
姫路市御国野町国分寺字牛
塚53番地

http://www.shinkishoko.jp/

1195 株式会社ナカチュー
その他のサービ
ス業

兵庫県 姫路市岩端町112-4 http://1131.lolipop.jp

1196 有限会社大伸製作所 製造業 兵庫県 加西市北町88番地

1197 株式会社まほろば製作所 製造業 兵庫県
神崎郡福崎町大貫1183番地
12

1198
株式会社ハクロマーク製
作所

製造業 兵庫県 姫路市西中島284-8 http://www.order-nobori.com

1199 株式会社浜田運送 運輸業 兵庫県 姫路市白浜町乙221-5 http://www.hamada-unso.com

1200 ヨドプレ株式会社 製造業 兵庫県 加西市田原町宮ノ谷3179-3 http://www.yodop.jp

1201
株式会社宍粟ソリュー
ション

その他のサービ
ス業

兵庫県
宍粟市山崎町鹿沢61-2　田
路ビル201

http://www.shiso.co.jp

1202
株式会社兵庫日化サービ
ス姫路

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
姫路市広畑区早瀬町１丁目
48番地の3

1203
ASハリマアルビオン株式
会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
姫路市南町76番　姫路城陽
ビル3Ｆ

http://h-albion.jp/

1204 株式会社茨木金属商会 卸売・小売業 兵庫県
姫路市飾磨区加茂242番地
の1

1205 株式会社ユメックス 製造業 兵庫県 姫路市夢前町糸田400 http://yumex-inc.co.jp

1206 姫路住設建材株式会社 卸売・小売業 兵庫県
姫路市林田町下伊勢575番
地

1207 株式会社ワンズ 運輸業 兵庫県 姫路市菅生台197 http://www.ones-102.com

1208 株式会社マインズ
その他のサービ
ス業

兵庫県
姫路市東延末2丁目24番地
アークビル1F

https://www.minds-z.co.jp

1209 表瓦株式会社 建設業 兵庫県
姫路市御国野町深志野38番
地

http://www.omote-kawara.jp



1210 株式会社MCS 建設業 兵庫県
姫路市東延末3丁目56　ク
ラウンヒルズ姫路314

1211 有限会社エービーユー 情報通信業 兵庫県 姫路市飾磨区阿成植木693 http://www.abu.co.jp
1212 有限会社相互製作所 製造業 兵庫県 姫路市大津区吉美646 http://www.sougoworks.com

1213 瀧北木材工業株式会社 卸売・小売業 兵庫県
姫路市網干区新在家1299番
地

1214 三光塗装工業株式会社 建設業 兵庫県 揖保郡太子町竹広42-2 http://www.sankotosou.com

1215 有限会社SAPLAXE 飲食店・宿泊業 兵庫県 姫路市魚町15

1216
アークレザージャパン株
式会社

製造業 兵庫県
姫路市花田町高木字山溝筋
210

https://www.facebook.com/arcleatherjapan/

1217
有限会社ＴＨＥ ＱＵＥＥ
Ｎ’Ｓ

教育・学習支援
業

兵庫県
姫路市大津区恵美酒町2-
47-2

http://thequeens.jp

1218 株式会社盛商 卸売・小売業 兵庫県 姫路市町坪北ノ町17-2

1219 ハクロ機械設計株式会社
その他のサービ
ス業

兵庫県
姫路市本町175番地開発ビ
ル4階

http://www.hakurokikai.com

1220 株式会社ハルミ
その他のサービ
ス業

兵庫県 姫路市網干区興浜2113-10 http://harumi-recycle.com/

1221 ヤング開発株式会社 不動産業 兵庫県 高砂市米田町島2番地 http://www.yangu-kaihatsu.co.jp

1222 横田石油株式会社 卸売・小売業 兵庫県 姫路市飾磨区恵美酒147 http://www.yokota-oil.co.jp

1223 株式会社協和製作所 製造業 兵庫県
加西市北条町古坂69番地の
1

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

1224 有限会社メディア・レフ 情報通信業 兵庫県
姫路市南条10-2　前田ビル
3Ｆ

http://www.media-ref.net

1225 有限会社村上農機 卸売・小売業 兵庫県 佐用郡佐用町三日月1156-3

1226 株式会社ターン 卸売・小売業 兵庫県
姫路市花田町一本松字川原
田172の3

http://www.truckstop.gr.jp

1227 株式会社一高
その他のサービ
ス業

兵庫県
姫路市青山西2丁目20-1-
105号

http://www.myfavorite.bz/ichiko

1228 株式会社松本製作所 製造業 兵庫県 姫路市飾東町八重畑583-8 http://www.ma2moto-f.jp/

1229 株式会社ＧＡＢＡ 建設業 兵庫県 姫路市飾磨区細江2411-1Ｆ http://www.gaba-e.co.jp

1230
株式会社ありがとうサー
ビス

その他のサービ
ス業

兵庫県 加古川市野口町二屋115の1 http://www.arigatou-service.jp

1231 有限会社尾上薬品商会 卸売・小売業 兵庫県 姫路市梅ケ谷町8-14 http://toyamanokusuri.com/

1232 パソコン教室おもてなし
教育・学習支援
業

兵庫県 姫路市網干区田井235-3 http://omotenashi-317.jimdo.com/

1233
有限会社たかまち動物病
院

専門・技術サー
ビス業

兵庫県 姫路市飾磨区高町1-259

1234 日本電研工業株式会社 製造業 兵庫県 姫路市御国野町御着266 http://denkenk.co.jp

1235
株式会社大西石材セン
ター

卸売・小売業 兵庫県
姫路市安田1丁目68番1号
ＪＫ姫路南ビル

http://www.onishi-stone.net

1236 株式会社ムラカミ 建設業 兵庫県
加古川市東神吉町出河原
383-1

http://www.murakami-kun.com

1237 姫路第一鋼業株式会社 製造業 兵庫県 姫路市豊富町御蔭655-32 http://www.hdkjapan.com

1238 上月自動車株式会社
その他のサービ
ス業

兵庫県 加古川市野口町坂元67-1 http://www.suzukiarena-kakogawa.com

1239
有限会社ハセガワオート
サービス

その他のサービ
ス業

兵庫県 加古川市神野町石守1660-7

1240 株式会社大西自動車
その他のサービ
ス業

兵庫県 加古川市平岡町高畑263-1

1241 有限会社伊保モータース 卸売・小売業 兵庫県 高砂市伊保崎南9-18 http://www.iho-motors.co.jp

1242 有限会社上田モータース
その他のサービ
ス業

兵庫県 加古川市平岡町土山1172-2

1243
株式会社タテワキモー
タース

その他のサービ
ス業

兵庫県
加古川市志方町上冨木257-
1

http://car-tatewaki.com/

1244 有限会社スナガワオート 卸売・小売業 兵庫県 高砂市中筋2丁目4-12 http://sunagawaauto.com/

1245 ナルイモータース
その他のサービ
ス業

兵庫県 加古川市志方町成井575-2

1246 SAI経営総研株式会社
その他のサービ
ス業

兵庫県
姫路市南車崎2丁目3番48号
三幸ビル2階

1247 大西モータース 卸売・小売業 兵庫県
加古郡稲美町六分一1178-
32

http://s28381001.suzuki-dealers.jp/

1248 株式会社伸洋サービス
その他のサービ
ス業

兵庫県 姫路市白浜町甲1302-1 http://shiyoservice.com



1249 甲南塾
教育・学習支援
業

兵庫県 姫路市野里860-6

1250 全但トヨタ整備株式会社 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市上佐野1596-1
1251 石井鞄工業株式会社 製造業 兵庫県 豊岡市高屋948 http://ibc-bag.com
1252 株式会社谷垣 製造業 兵庫県 豊岡市日高町浅倉15 http://www.wood-tanigaki.jp

1253 株式会社谷垣工業 建設業 兵庫県 豊岡市日高町浅倉15 http://www.wood-tanigaki.jp

1254 ハセガワ製畳 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市日高町岩中672-3 http://www.hase-s.jp
1255 株式会社日高メリヤス 製造業 兵庫県 豊岡市日高町上石37
1256 Ｆ．Ｗｉｎｇ合同会社 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市中陰152-1
1257 キノシタ有限会社 製造業 兵庫県 豊岡市泉町16-23

1258 但馬綜合開発株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 豊岡市日高町大岡88 http://www5.nkansai.ne.jp/com/ookagolf/

1259 有限会社共栄商事 金融・保険業 兵庫県 豊岡市昭和町2-56
1260 株式会社共栄建設工業 建設業 兵庫県 豊岡市日高町国分寺254

1261 神鍋高原開発株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 豊岡市日高町東河内12-3 http://www.kannabe-cc.com

1262 株式会社島正建設 建設業 兵庫県 養父市八鹿町下小田504-1

1263
ファミリーマート出石長
砂店

卸売・小売業 兵庫県 豊岡市出石町長砂415-1

1264 但馬織物株式会社 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市出石長内町88

1265
株式会社豊岡情報セン
ター

卸売・小売業 兵庫県
豊岡市昭和町2-56　ｻｶﾓﾄﾋﾞ
ﾙ１階

http://www.toyojyo.com

1266 有限会社山崎瓦店 建設業 兵庫県 豊岡市日高町上郷715-5
1267 栗栖野観光株式会社 運輸業 兵庫県 豊岡市日高町栗栖野739-1

1268 アップかんなべ株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 豊岡市日高町栗栖野739-1 http://www.kannabe.co.jp

1269 有限会社山下興産 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市千代田町1-8
1270 あかまつ歯科医院 医療・福祉 兵庫県 豊岡市日高町岩中643-6
1271 兼先商店有限会社 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市中央町17-12 http://kanesaki.jp
1272 二方蒲鉾株式会社 製造業 兵庫県 豊岡市瀬戸757-1 www.futakata.co.jp/

1273
有限会社アップル警備保
障

その他のサービ
ス業

兵庫県 豊岡市野上448-4

1274 株式会社中西工務店 建設業 兵庫県 豊岡市日高町祢布792-4
1275 株式会社にしはら 医療・福祉 兵庫県 豊岡市九日市中町162-2 www.nishihara-chiro.com/

1276 スワン株式会社 製造業 兵庫県 豊岡市八社宮441 http://www.bag-swan.co.jp

1277 なか井 飲食店・宿泊業 兵庫県 豊岡市中央町12-21 www.nakai-toyooka.com/

1278 神繊興業株式会社 製造業 兵庫県 豊岡市神美台157-32
1279 株式会社川嶋建設 建設業 兵庫県 豊岡市寿町11-35 www.kawashima.gr.jp/

1280
株式会社豊岡自動車教習
所

その他のサービ
ス業

兵庫県 豊岡市日撫312

1281 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
1282 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
1283 株式会社ユラク 飲食店・宿泊業 兵庫県 豊岡市中陰639
1284 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
1285 グッドライフ株式会社 医療・福祉 兵庫県 豊岡市日撫283-15
1286 コニー株式会社 製造業 兵庫県 豊岡市佐野81-5
1287 アカバ運輸株式会社 運輸業 兵庫県 豊岡市日高町西芝237

1288
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

1289
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 豊岡市出石町安良214-8

1290 株式会社服部 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市小田井町13-25

1291
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

1292 株式会社キャメル
その他のサービ
ス業

兵庫県 豊岡市桜町10-11 http://camel.co.jp

1293 白菱電気設備株式会社 建設業 兵庫県 豊岡市中陰399-12 www.shirabishi.co.jp

1294
株式会社ツーリストサン
フラワー

その他のサービ
ス業

兵庫県 豊岡市泉町4-7 http://tourist-sunflower-web.jimdo.com/

1295 有限会社大谷建設 建設業 兵庫県 豊岡市野田146-1 http://www.k-ootani.com/

1296
ディエムカンパニー有限
会社

建設業 兵庫県 豊岡市幸町4-12 http://www.dmcom.jp

1297 有限会社みくら 飲食店・宿泊業 兵庫県 豊岡市出石町小人129-19 http://www.eonet.ne.jp/~izushi-mikura/

1298 株式会社ライフィット 不動産業 兵庫県 豊岡市加広町3-28 http://www.lifit.jp/



1299 株式会社元庄屋 建設業 兵庫県 豊岡市幸町6-4 https://www.facebook.com/motosyoya 

1300 株式会社絆工房 製造業 兵庫県 豊岡市日高町浅倉243 http://www.kizunakobo.jp

1301 アクティブ.Ｋ 製造業 兵庫県 豊岡市日高町山本406
1302 小林こどもクリニック 医療・福祉 兵庫県 豊岡市高屋987-3
1303 モリヤマ診療所 医療・福祉 兵庫県 豊岡市桜町11-7
1304 株式会社中川建材 建設業 兵庫県 豊岡市日高町山本123-1
1305 株式会社吉宗 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市泉町7-19
1306 但馬米穀株式会社 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市中陰318-3 http://www.tanbei.co.jp
1307 坪田商事株式会社 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市上佐野字向野1791-2 http://www.tubota.co.jp/

1308 株式会社クレス 建設業 兵庫県 豊岡市九日市上町28-5 http://www.cres.jp
1309 株式会社浮田幸栄堂 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市大手町6-24 http://www.ukitakoueidou.jp

1310 有限会社駅前花市
その他のサービ
ス業

兵庫県 豊岡市寿町4-1

1311 株式会社ｈｉｒａｔａ 製造業 兵庫県 豊岡市今森265-3
1312 米村工業所 製造業 兵庫県 豊岡市日撫313-1

1313
株式会社アルファスタジ
オ

教育・学習支援
業

兵庫県
豊岡市日高町日置23-18-3
Ｆ

http://www.alphastudio.jp

1314 衣川産業株式会社 建設業 兵庫県 豊岡市昭和町5-8 http://www.rabbik.com/
1315 常田設備株式会社 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市上鉢山808
1316 株式会社家具の小川 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市若松町9-5

1317 株式会社ジャスティス
その他のサービ
ス業

兵庫県 豊岡市森8-1

1318
有限会社マインドハウス
もりうち

卸売・小売業 兵庫県 豊岡市日高町江原120-1

1319 江本内科クリニック 医療・福祉 兵庫県 豊岡市江本503

1320
NPO法人あさご創生プロ
ジェクト

その他のサービ
ス業

兵庫県 朝来市和田山町立ノ原106

1321 株式会社白バラドライ
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 豊岡市庄境995-1

1322 株式会社田中屋食品 製造業 兵庫県 豊岡市出石町東條129 http://www.tanakayashokuhin.com

1323 株式会社　ハイファイブ
その他のサービ
ス業

兵庫県 豊岡市泉町6-31-3F http://www.hi5.jp

1324 あいす工房　らいらっく 製造業 兵庫県 朝来市和田山町白井486 http://lilac-ice.com
1325 淡路信用金庫 金融・保険業 兵庫県 兵庫県洲本市宇山3-5-25 http://www.shinkin.co.jp/awaji/

1326 グッドピープル株式会社 飲食店・宿泊業 兵庫県 兵庫県洲本市宇山1-4-56 http://www.good-people.co.jp/

1327 兵庫県洲本自動車教習所
教育・学習支援
業

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

1328
ディーエムハウス株式会
社

建設業 兵庫県
兵庫県洲本市安手町平安浦
1864-10

http://dmhouse.net/

1329 有限会社いきいき 医療・福祉 兵庫県 兵庫県洲本市塩屋1-1-17 http://www.iki2-k.com/index.html

1330
阪神測建株式会社　淡路
支店

専門・技術サー
ビス業

兵庫県
兵庫県洲本市宇原652番地
の1

http://hanshinsokken.com/

1331 株式会社アワジ建機
その他のサービ
ス業

兵庫県
兵庫県南あわじ市山添289-
1

http://www.awajikenki.co.jp/

1332
株式会社洲本整備機製作
所

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

1333 有限会社うづ志ほ名産店 卸売・小売業 兵庫県 兵庫県洲本市本町1-4-1 http://uzusiho.com/

1334 全淡クレーン株式会社
その他のサービ
ス業

兵庫県 兵庫県洲本市塩屋2-1-12

1335
有限会社　活魚料理きた
八

飲食店・宿泊業 兵庫県 兵庫県洲本市海岸通2-4-34 http://r.gnavi.co.jp/c154400/

1336 有限会社フリッシュ 不動産業 兵庫県
兵庫県南あわじ市市三條
670-1

1337 株式会社かいげつ 飲食店・宿泊業 兵庫県 兵庫県洲本市海岸通1-3-11 http://www.kaigetsu.jp/
1338 有限会社淡路ビーフ入潮 卸売・小売業 兵庫県 兵庫県洲本市下加茂1-1-57

1339 ななほし動物病院
専門・技術サー
ビス業

兵庫県 兵庫県洲本市桑間544-6

1340 株式会社サカイハラ 卸売・小売業 兵庫県 兵庫県洲本市桑間417-4 http://sakaihara.co.jp
1341 梶原工業株式会社 製造業 兵庫県 兵庫県洲本市下加茂232-1

1342 原田建設株式会社 建設業 兵庫県
兵庫県洲本市五色町都志
173-1

http://www.harada-kensetsu.com/

1343 淡路土建株式会社 建設業 兵庫県 兵庫県洲本市桑間706 http://www.awaji-doken.co.jp

1344 有限会社三共酸素商会 製造業 兵庫県 兵庫県洲本市下内膳138



1345
株式会社ホテルニューア
ワジ

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

1346 株式会社三共運輸 運輸業 兵庫県
兵庫県南あわじ市市善光寺
25-5

http://www.sankyo-bus.jp/

1347 高見商運株式会社 運輸業 兵庫県
兵庫県南あわじ市中条中筋
1721-1

1348 淡路平和不動産株式会社 不動産業 兵庫県 兵庫県洲本市本町7-3-43 http://www.awajiheiwa.co.jp/

1349 松栄丸運輸株式会社 運輸業 兵庫県
兵庫県南あわじ市阿万西町
308-1

1350 納水産株式会社 漁業 兵庫県
兵庫県南あわじ市福良丙28
番地の29

1351 株式会社サンキョウ物流 運輸業 兵庫県
兵庫県南あわじ市市善光寺
25-5

1352 三栄物産株式会社 卸売・小売業 兵庫県
兵庫県南あわじ市神代国衙
1300番地

1353 西淡鉄工株式会社 製造業 兵庫県 兵庫県南あわじ市湊125-1

1354 株式会社藤井
電気・ガス・熱
供給・水道業

兵庫県
兵庫県南あわじ市広田広田
369番地の3

1355 株式会社上田自動車
その他のサービ
ス業

兵庫県
兵庫県南あわじ市中条中筋
中瀬1651番地

1356 株式会社キド 製造業 兵庫県 兵庫県洲本市納201 http://www.kido-corp.com

1357 淡路麺業株式会社 製造業 兵庫県 兵庫県淡路市志筑65-1 http://www.namapasta.net/

1358 APCパソコンスクール
教育・学習支援
業

兵庫県
兵庫県南あわじ市松帆脇田
105

http://time.pya.jp/

1359
ファミリーマート洲本鮎
原店

卸売・小売業 兵庫県
兵庫県洲本市五色町鮎原西
144-1

http://as.chizumaru.com/famima/detailMap?account=famima&accmd=0&bid=34246&adr=28205&x=485344.623&y=123820.639&lscl=1248&lrot=0&pgret=1&c2=1

1360 ㈱linkworks
その他のサービ
ス業

兵庫県
神戸市中央区京町79番地日
本ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ704

http://www.linkworks.co.jp/

1361
株式会社セーフティ・サ
ポート

金融・保険業 兵庫県 赤穂市加里屋290-10

1362 合同会社愛ある 医療・福祉 兵庫県 姫路市市之郷町3-13-2 http://aiaru.chu.jp/
1363 滲透工業姫路株式会社 製造業 兵庫県 姫路市夢前町寺1395

1364 有限会社松浦興業 建設業 兵庫県
姫路市四郷町東阿保1391番
地の1

http://matuura-kougyou.sakura.ne.jp

1365 ホテルクレール日笠 飲食店・宿泊業 兵庫県 姫路市十二所前町22 http://www.hotel-higasa.com

1366 パイオニア精工株式会社 製造業 兵庫県 姫路市花田町加納原田906 http://www.pioneer-seiko.co.jp

1367 有限会社三世商事
電気・ガス・熱
供給・水道業

兵庫県 豊岡市日高町栗栖野828

1368
特定非営利活動法人
コミュニティ日高

複合サービス事
業

兵庫県 豊岡市日高町祢布954-6 http://comhidaka.or.jp

1369 一般社団法人生田村 飲食店・宿泊業 兵庫県 兵庫県淡路市生田畑152 http://ikutamura.web.fc2.com/

1370 有限会社河辺物産 建設業 兵庫県 兵庫県南あわじ市湊1325-6

1371 ㈱グレース 医療・福祉 兵庫県
神戸市垂水区潮見が丘１丁
目6番26号

http://www.kobe-busicolle.net/grace/index.htul

1372
㈱YSE　International
School

教育・学習支援
業

兵庫県 芦屋市茶屋之町7-8-2 http://yse-edu.net

1373
セブン・イレブン神戸元
町駅西店

卸売・小売業 兵庫県 神戸市中央区元町通3-12-1

1374 株式会社山根鉄工所 製造業 兵庫県
姫路市広畑区大町2丁目50
番地

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

1375 株式会社北山工商 建設業 兵庫県 姫路市林田町久保184-7
1376 中野製鎖工業株式会社 製造業 兵庫県 姫路市別所町佐土913-27
1377 (株)ＵＥＤＡ タイヤ販売 兵庫県 豊岡市正法寺653
1378 (有)建房オキト 建設業 兵庫県 豊岡市城南町16-22
1379 協栄自動車 サービス業 兵庫県 豊岡市中陰560-3
1380 きづき歯科 歯科医院 兵庫県 豊岡市寿町1-31
1381 カットハウス散髪屋さん サービス業 兵庫県 豊岡市庄境118-4

1382
協同組合和田山シヨッピ
ングセンター

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

兵庫県 朝来市和田山町枚田岡774

1383 株式会社エフエムたじま 情報通信業 兵庫県 豊岡市大手町4-5
1384 有限会社淡路ビーフ新谷 卸売・小売業 兵庫県 兵庫県淡路市塩田新島3-4 http://www.awaji-wagyu.com/

1385 ムネ製薬株式会社 製造業 兵庫県 兵庫県淡路市尾崎859 http://www.mune-seiyaku.co.jp/



1386 梅谷会計事務所
専門・技術サー
ビス業

兵庫県 兵庫県高砂市春日野町5-3 shunpei-umetani@ybb.ne.jp

1387 株式会社エルテオ 不動産業 兵庫県 姫路市佃町7番地 http://www.elteo.co.jp
1388 新舞子ガーデンホテル 飲食店・宿泊業 兵庫県 たつの市御津町黒崎1710 http://shinmaikogarden.jp

1389 株式会社グランカーセル 卸売・小売業 兵庫県 姫路市別所町北宿883
1390 日東ホンダ株式会社 卸売・小売業 兵庫県 姫路市網干区新在家1415-2 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-himejinishi/

1391
社会福祉法人　ひめじ福
寿会

医療・福祉 兵庫県 姫路市北条宮の町131番地 http://himeji-fukujyukai.jp

1392
島田惠子社会保険労務士
事務所

その他のサービ
ス業

兵庫県 姫路市青山南4-9-21 http://keiko1220.blog135.fc2.com/

1393
社労士・行政書士　福本
勝俊事務所

その他のサービ
ス業

兵庫県 姫路市北今宿3-9-15 http://fkjimu.com

1394
ななお社会保険労務士事
務所

その他のサービ
ス業

兵庫県
姫路市安田2丁目75　西浦
ビル3Ｆ

http://nanao-sr.p-kit.com

1395
三宅社会保険労務士事務
所

その他のサービ
ス業

兵庫県 たつの市揖保町西構261 http://sr-miyake.jp

1396
白井社会保険労務士事務
所

その他のサービ
ス業

兵庫県 姫路市西今宿6-2-22-302

1397 リューキ産業 卸売・小売業 兵庫県 姫路市北原244-1

1398
株式会社ホンダ四輪販売
山陽

卸売・小売業 兵庫県 姫路市東今宿3丁目6番6号

1399 有限会社的場石材 卸売・小売業 兵庫県
養父市八鹿町下小田504-1
宿南2307-1

1400 株式会社ガンﾋﾟｰ 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市日高町国分寺213
1401 株式会社オグラ 建設業 兵庫県 豊岡市土淵1185 http://www.o-smile.com/

1402
コウノトリ羽ばたく会株
式会社

卸売・小売業 兵庫県 豊岡市祥雲寺14-2

1403 丸萬中源株式会社 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市上佐野向野1791
1404 藤本石油株式会社 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市出石長弘原314-3

1405
医療法人敬愛会　介護老
人保健施設　豊岡シル
バーステイ

医療・福祉 兵庫県 豊岡市戸牧1132-2

1406 有限会社マルゴン 卸売・小売業 兵庫県 養父市八鹿町八鹿1219-19 http://marugon.com

1407
株式会社システムリサー
チ

専門・技術サー
ビス業

兵庫県 豊岡市日高町浅倉27

1408 株式会社エスアール
専門・技術サー
ビス業

兵庫県 豊岡市日高町浅倉27

1409 株式会社まつばら 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市日高町日置43-1

1410
宇谷社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

兵庫県 豊岡市戸牧269-7

1411
たちばな社会保険労務士
事務所

専門・技術サー
ビス業

兵庫県 豊岡市竹野町竹野1634-15

1412
西村社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

兵庫県 養父市関宮1838

1413
関岡社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

兵庫県 豊岡市奥野1401

1414 株式会社オーシスマップ
測量・建設コン
サルタント

兵庫県 養父市八鹿町八鹿1264-11 http://www.osysmap.jp

1415 株式会社谷常製菓 菓子製造業 兵庫県 養父市八鹿町八鹿1500 http://www.tanitsune.jp
1416 社会福祉法人関寿会 医療・福祉 兵庫県 養父市尾崎1327番地 http://hachibusenosato.jimdo.com

1417 株式会社門垣建設 建設業 兵庫県 豊岡市出石町弘原361
1418 吉井電気設備 建設業 兵庫県 豊岡市出石町小人73-1
1419 但馬第一損保 金融・保険業 兵庫県 豊岡市出石町嶋56
1420 藤井洋品店 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市出石長八木89

1421
株式会社笠谷スプリング
工場

製造業 兵庫県 朝来市和田山高田１番地

1422 はま鍼灸整骨院 医療・福祉 兵庫県 養父市八鹿町八鹿1808-1 http://hama-seikotsu.com/dayservice

1423 株式会社医芯 医療・福祉 兵庫県 養父市八鹿町八鹿1795-1 http://hama-seikotsu.com/dayservice

1424 袖長建設有限会社 建設業 兵庫県 豊岡市江本435-1 http://www.sodenaga.co.jp

1425 有限会社ビッグシーエフ 飲食店・宿泊業 兵庫県 朝来市和田山町枚田岡774

1426
株式会社　出石まちづく
り公社

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

兵庫県 豊岡市出石町内町104-7

1427 有限会社　葵 飲食店・宿泊業 兵庫県 豊岡市出石町町分26-6



1428 八鹿アルミ株式会社 建設業 兵庫県 養父市八鹿町浅間215-1 http://yokaalumi.jp/

1429
NPO法人コウノトリ豊岡
いのちのネットワーク
ドーナッツの会

医療・福祉 兵庫県 豊岡市城南町23-6

1430 株式会社新東化学工業所 製造業 兵庫県 兵庫県洲本市物部2-12-9
1431 株式会社おのころ物産 卸売・小売業 兵庫県 兵庫県洲本市塩屋2-1-57 https://twitter.com/onokorobussan

1432 株式会社ヤマキンメタル 分類不能の産業 兵庫県
兵庫県洲本市五色町鮎原
851-3

http://www.yamakinmetal.com/

1433
株式会社キャトルセゾン
松帆

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 兵庫県淡路市岩屋3570-4 http://matsuho.com/

1434
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）

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

1435
株式会社ウエルネスプロ
ジェクト

医療・福祉 兵庫県
兵庫県南あわじ市福良乙12
番地

1436 ㈱ODAZIMA 卸売・小売業 兵庫県
神戸市兵庫区西上橘通1丁
目4-27

1437 Sinkyu Stetion　茉莉花 医療・福祉 兵庫県
神戸市中央区三宮町2-6-1
DENﾋﾞﾙ5F

http://beauty-jasmine.com/

1438 奥井電機株式会社 製造業 兵庫県
神戸市兵庫区西出町1丁目4
番3号

http://www.okuielec.co.jp

1439
株式会社ヒムロ　兵庫営
業所　姫路機材センター

卸売・小売業 兵庫県 揖保郡太子町竹広94-4 http://himuro.com

1440 田辺電気株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

兵庫県 朝来市和田山町寺谷724-6

1441 グループホームたんなん 医療・福祉 兵庫県 朝来市山東町柿坪1-1
1442 但南建設株式会社 建設業 兵庫県 朝来市山東町滝田148-1 http://www.tn-net.co.jp/

1443 有限会社こめやストアー 飲食店・宿泊業 兵庫県 朝来市山東町溝黒393-1 http://komeya-kikori.com

1444 株式会社魚飯菜 飲食店・宿泊業 兵庫県 豊岡市中央町12-23

1445
株式会社山本クリーニン
グ

生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1446 株式会社野村新聞舗 卸売・小売業 兵庫県 兵庫県洲本市本町6-4-29
1447 株式会社たかべホームズ 建設業 兵庫県 兵庫県洲本市桑間578-3 https://www.wood-box.jp/

1448 サンライズ株式会社 建設業 兵庫県
兵庫県南あわじ市広田広田
547-2

http://www.sunrise-pv.jp/

1449 株式会社 An.d you 建設業 兵庫県 兵庫県淡路市志筑1184-1 http://an-dyou.com/

1450 心の輝き合同会社 医療・福祉 兵庫県
尼崎市西長洲町2丁目23番
10号

1451
株式会社インフォメー
ション・クリエイト・シ
ステム

情報通信業 兵庫県
神戸市中央区八万通3丁目
1-19

http://www.ics-web.co.jp

1452 株式会社ユーズフル
その他のサービ
ス業

兵庫県 神戸市垂水区坂上2-1-19 http://www.useful-meal.co.jp

1453 Salon.Cookie
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
尼崎市神田中通3丁目30
2F

1454
株式会社アールプランニ
ング

建設業 兵庫県 西宮市鳴尾町1丁目24-20

1455 株式会社フジモトプレス 製造業 兵庫県
加古川市別府町別府761番
地

1456 ＡＩ社労士事務所
その他のサービ
ス業

兵庫県
姫路市東延末1丁目24　Ｆ
ビルハイツ301

http://ai-sr.com

1457
株式会社姫路生花卸売市
場

卸売・小売業 兵庫県
姫路市御国野町深志野300
番地

http://www.himehana.jp

1458 株式会社ある
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
たつの市揖保町中臣909番
地1

http://job-gear.jp/aru/index.htm

1459 株式会社尾畑本店 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市千代田町1-17
1460 株式会社タイムバックス 製造業 兵庫県 豊岡市日撫180-11 http://thyme-bucks.ocnk.net/

1461 株式会社TAKE OCEAN 医療・福祉 兵庫県
兵庫県明石市大久保町ゆり
のき通2-15-19

http://www.fukutake-life.com

1462 株式会社モリタ 製造業 兵庫県 豊岡市佐野81-6
1463 株式会社マエハラ 建設業 兵庫県 姫路市北今宿3丁目16-57 http://suisai.shop/

1464 株式会社翔栄 建設業 兵庫県
たつの市神岡町東觜崎311-
8



1465
株式会社メイトエンジニ
アリング

専門・技術サー
ビス業

兵庫県 姫路市網干区坂上50 http://www.meito-eng.jp/

1466 関西ハウス工業株式会社 建設業 兵庫県 兵庫県淡路市生穂1803-2 http://www.kansai-house.com/

1467 有限会社山口サッシ 建設業 兵庫県 兵庫県洲本市上内膳385-4 http://www.yamaguchisassi.com/

1468 株式会社エソール
生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県
姫路市青山西二丁目25番13
号

http://reline88.com

1469 株式会社クロサキ 卸売・小売業 兵庫県 姫路市平野町57 http://www.kurosaki.com

1470 株式会社アクエス 情報通信業 兵庫県 姫路市飯田1丁目157 http://www.accues.co.jp

1471 株式会社ホリエ 建設業 兵庫県
姫路市野里上野町一丁目14
番8号

http://www.k-horie.jo

1472 加西機工商会 卸売・小売業 兵庫県 加西市北条町古坂162

1473 西森モータース
その他のサービ
ス業

兵庫県 姫路市網干区余子浜96 http://www.dh-aboshi-nishimori.com

1474 サンエース株式会社 製造業 兵庫県 姫路市御国野町深志野950 http://www.sanace.co.jp

1475 豊岡まちづくり株式会社 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市中央町18-10

1476
有限会社衣川クリーニン
グ

生活関連サービ
ス・娯楽業

兵庫県 豊岡市中央町18-8 http://kinugawa-cl.jp/

1477 株式会社井戸 製造業 兵庫県 豊岡市幸町1-25
1478 豊岡印刷株式会社 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市京町11-4 http://toyoin.co.jp

1479
株式会社マックエンター
プライズ

その他のサービ
ス業

兵庫県 豊岡市九日市上町817-20 http://rent-all.jp

1480 正垣木材株式会社 製造業 兵庫県 養父市大屋町大杉504 http://www.shougaki-wood.com/

1481
株式会社奥城崎シーサイ
ドホテル

飲食店・宿泊業 兵庫県 豊岡市竹野町竹野字賀嶋4 http://www.okukinosaki.jp

1482 株式会社加藤商店 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市中陰318-9 http://katoｈ-shoten.co.jp

1483 但馬土建工業株式会社 建設業 兵庫県 豊岡市加広町7-56
1484 東海バネ工業株式会社 製造業 兵庫県 豊岡市神美台157-21

1485
武田社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

兵庫県 豊岡市出石町八木10

1486 株式会社　Ｉ－Ｒｉｓｅ 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市桜町10-11
1487 画流　有限会社 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市日高町日置104-6 http://garyu.jp

1488
NPO法人 かんなべ自然学
校

その他のサービ
ス業

兵庫県 豊岡市日高町名色85-76 http://kns.hyogo.jp

1489 北惣商店 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市三坂4-34
1490 株式会社豊岡紙器 製造業 兵庫県 豊岡市神美台12
1491 大内工業株式会社 製造業 兵庫県 三木市別所町花尻629

1492 株式会社西山酒造場 製造業 兵庫県
兵庫県丹波市市島町中竹田
1171

http://www.kotsuzumi.co.jp/officialweb/

1493 株式会社ウエダ 卸売・小売業 兵庫県 姫路市飾東町山崎545-2 http://www.ueda-web.co.jp/

1494 大倉印刷株式会社 製造業 兵庫県 豊岡市中央町1-9 http://okuraprt.cpm
1495 ウハサ自動車株式会社 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市上陰180-7 http://www.uhasa-car.com/

1496 株式会社ウイック 製造業 兵庫県 豊岡市木内207 http://www.wic-gr.co.jp/

1497 北但自動車株式会社
その他のサービ
ス業

兵庫県 豊岡市弥栄町1-28

1498 株式会社I-Rise 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市枕町11-29

1499 同栄商事株式会社
その他のサービ
ス業

兵庫県 豊岡市城南町12-40

1500 大豊機工株式会社 製造業 兵庫県 豊岡市中陰470 http://www.okkt.co.jp/
1501 有限会社西村実業 飲食店・宿泊業 兵庫県 豊岡市船町283-1

1502
株式会社豊岡丸ヱム製作
所

製造業 兵庫県 豊岡市神美台23 http://www.maruemu.co.jp/

1503 株式会社コヤマリビング 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市福田121-3

1504
丸金日高青果食品株式会
社

卸売・小売業 兵庫県 豊岡市福田121-7

1505 但馬魚市場株式会社 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市福田121-1 http://tajimauoichiba.jp/

1506 株式会社志保屋 卸売・小売業 兵庫県 豊岡市出石町八木78

1507
サムソンアンドデリラ
ループ

その他のサービ
ス業

兵庫県 豊岡市梶原177

1508 税理士法人Ｔ－ＧＡＩＡ
その他のサービ
ス業

兵庫県 豊岡市若松町1-10

1509
有限会社オートプロジェ
クト

卸売・小売業 兵庫県 豊岡市日高町山宮1388-1

1510 株式会社トライキャッチ 情報通信業 奈良県
奈良市高天町21-2野口高天
ﾋﾞﾙ3F

http://ｔｒｙ-catch.jp



1511 はしもと歯科クリニック 医療・福祉 奈良県
奈良市三条本町9番21号JR
奈良伝宝ビル1階

http://hashimoto-dent.jp

1512 春デイサービス 医療・福祉 奈良県 奈良市北市町89番地の3

1513
地域情報ネットワーク株
式会社

情報通信業 奈良県
奈良市杉ヶ町14-1第一西田
ﾋﾞﾙ2F

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

1514
有限会社ティ・エス企画
デイサービス温（ぬくも
り）

医療・福祉 奈良県 奈良市南京終町7丁目540-5

1515 梅乃宿酒造株式会社 製造業 奈良県 葛城市東室27 http://umenoyado.com

1516
奈良県瓦センター株式会
社

製造業 奈良県 天理市桧垣町738番地 http://www.ckawara.co.jp

1517 株式会社イムラ 建設業 奈良県
奈良市三条大路3丁目2番7-
1号

https://www.imura-k.com

1518 関西化学工業株式会社 卸売・小売業 奈良県 大和高田市西町3番4号 http://www.kaｎｓai-chem.com

1519 株式会社マサイチネット
専門・技術サー
ビス業

奈良県 橿原市八木町3-7-19 http://masaichi.net

1520 あずやん株式会社 情報通信業 奈良県
生駒市本町7-12　本町ﾋﾞﾙ
201号

http://www.azuyan.com

1521 株式会社ディズム 医療・福祉 奈良県 生駒市あすか野北１-１-３ http://www.dism.co.jp

1522 株式会社豊国 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

1523 株式会社エスアンドエス
その他のサービ
ス業

奈良県
奈良市二条大路南2丁目2番
33号

http://ss-nara.jp

1524 株式会社メイプル会 医療・福祉 奈良県 生駒郡三郷町勢野東2-4-22 http://www.sangocho.net

1525 ハピエルヘアクルー
生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県
大和高田市日之出西本町6-
10サングレース大和高田
105

http://www.happyel.jp

1526
ミュージックサービス株
式会社

その他のサービ
ス業

奈良県 奈良市池田町76番地の5 http://www.music-service.co.jp/

1527 株式会社井上天極堂 製造業 奈良県 御所市戸毛107 http://kudzu.co.jp/
1528 株式会社辻本製作所 製造業 奈良県 香芝市畑2丁目862 http://www.kk-tsujimoto.co.jp/

1529 株式会社大成紙業工業所 製造業 奈良県 奈良市般若寺町25番地 http://www.taiseishigyo.jp/

1530 有限会社宮城 医療・福祉 奈良県
天理市守目堂町170丸善ビ
ル1Ｆ

http://care-miyagi.net/

1531
NPO法人　Heart　Link
Project

教育・学習支援
業

奈良県
大和郡山市小泉町1399-31
階

http://www.hlp07.jp/

1532 玉井産業株式会社 製造業 奈良県 磯城郡川西町梅戸313番地

1533 株式会社ビゾート
専門・技術サー
ビス業

奈良県
奈良市佐保台西町47番2号
アッレグロミック１Ｆ

http://ardyhair.com/

1534 株式会社レジェンド
専門・技術サー
ビス業

奈良県
生駒郡斑鳩町興留6丁目15
番6号

http://www.le-gend.com/

1535
株式会社ＪＩＴＳＵＧＹ
Ｏ

製造業 奈良県 奈良市東九条町6-6 http://www.jitsugyo.jp/

1536 株式会社宝屋本店 製造業 奈良県 葛城市当麻89-3 https://www.takarayahonten.com/

1537 アイソ都市開発株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県
生駒市谷田町1600アントレ
いこま1F

1538 オカモト測量有限会社
専門・技術サー
ビス業

奈良県 橿原市見瀬町739番地の2

1539 日進堂製菓株式会社 製造業 奈良県
生駒郡三郷町勢野東6丁目
10-3

http://www.nsd-seika.co.jp/

1540 株式会社砂糖傳増尾商店 卸売・小売業 奈良県 奈良市元興寺町10 http://www.satouden.com/

1541 奈良報知器株式会社 卸売・小売業 奈良県 奈良市山町115

1542
株式会社アイシスコーポ
レーション

医療・福祉 奈良県
橿原市中曽司町131ｼﾉビル
102

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

1543 株式会社創造工舎 建設業 奈良県 橿原市今井町4-11-17 http://www.sozokosha.com

1544 イケダオート 卸売・小売業 奈良県 桜井市大字三輪1120-6

1545
株式会社ダイナデンタル
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/

1546 株式会社成田 卸売・小売業 奈良県 奈良市池田町76番地9 http://www.dom-narita.jp/

1547 株式会社タミヤ製作所 製造業 奈良県
磯城郡田原本町阪手693番
地

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

1548
桜井市みらい保育会株式
会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県 桜井市外山1094-7

1549 株式会社垣本ハウス 製造業 奈良県 橿原市観音寺町18-2 http://kakimotohouse.com/



1550 株式会社水光 建設業 奈良県 桜井市安倍木材団地1-7-7 http://www.k2-homes.com/hp/suiko/

1551 東洋印刷株式会社 製造業 奈良県 桜井市三輪371番地 http://www.toyo-p.co.jp/

1552
アトリエ　ステディ株式
会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県
奈良市高天町10-1　ＴＴビ
ル1Ｆ

http://www.a-steady.com/

1553 ＭＯＲＥ＋ｐｌｕｓ
生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県
天理市丹波市町448パイン
リーフ天理3階

http://www.nail-moreplus.com/

1554 森本工業株式会社 建設業 奈良県 奈良市八条一丁目814-5 http://www.morimoto-group.co.jp/

1555
株式会社ＬＡ　ＦＡＭＩ
ＬＹ

飲食店・宿泊業 奈良県 大和高田市本郷町9-5 https://r.gravi..co.jp/

1556 まさき歯科医院 医療・福祉 奈良県 奈良市大安寺3-9-11 http://www.masakishika.jp/

1557
株式会社フィガロデザイ
ン

生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県 生駒市上町3536-6 http://www.bs-figaro.com/

1558
ソワンドゥ・ブレス西大
寺店

生活関連サービ
ス・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/

1559 ヘアーメイクＦＥＥＬ
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1560 株式会社サンエース 製造業 奈良県 生駒市北田原町1044-5 http://skknet.co.jp/

1561 株式会社美王
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/

1562 株式会社共生システム 建設業 奈良県 香芝市旭ヶ丘3-16-3 http://kyosei-system.co.jp/

1563 医療法人　おかもと歯科 医療・福祉 奈良県 奈良市神殿町312 http://okamoto-dental.jp/

1564 ＮＣＲ株式会社 卸売・小売業 奈良県 橿原市八木町3丁目2-23 http://shaddy.jp/65090-000

1565 山本松産業株式会社 製造業 奈良県 天理市柳本町889-1 http://www.yamamotomatsu.co.jp/

1566 人材ニュース株式会社 情報通信業 奈良県 橿原市中曽司町351番地の2 https://www.jinzainews.co.jp

1567 シンコー食産株式会社 製造業 奈良県 生駒郡斑鳩町龍田南1-4-31 https://item.rakuten.co.jp/s-smile/kaki2980/

1568
株式会社じゅえりー工房
Ｋ

卸売・小売業 奈良県 生駒市法華寺826番地 http://jewelrykoubouk.com/repair

1569
奈良県花き植木農業協同
組合

卸売・小売業 奈良県 磯城郡田原本町八田208-1 http://www.narakaki.or.jp

1570 Ｙ理美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県 五條市今井2-367-2

1571
株式会社STUDIOはーとﾃﾞｨ
ｻｰﾋﾞｽはーと大和小泉

生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県
大和郡山市小泉町東3-13-
13

http://web1.kcn.jp/

1572
浅井硝子奈良工場株式会
社

製造業 奈良県 御所市大字北十三219-1

1573 なごみ歯科クリニック 医療・福祉 奈良県 生駒市白庭台4-9-12 http://nagomi.dental/
1574 株式会社梅松園 卸売・小売業 奈良県 奈良市神殿町630番地の10 http://www.baisyouen.com

1575 タミヤ株式会社 製造業 奈良県 磯城郡田原本町味間34 http://www.tmy.co.jp

1576 株式会社吉川製作所 製造業 奈良県
大和高田市大字田井166-4
番地

http://ys-vacuum.com

1577 株式会社匠社寺瓦工業 製造業 奈良県 天理市西井戸堂町458-1 ｖhttp://www.takumi-sk.com/

1578 株式会社ＦＬＯＶＥ
生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県
奈良市富雄元町2-6-17グレ
イスクボ1階

http://www.flove-net.com/

1579 フェアリーヘア
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

1580 株式会社古梅園 製造業 奈良県 奈良市椿井町７番地 http://kobaien.jp/

1581
プロトンダイニング株式
会社

製造業 奈良県
奈良市大宮町6-3-10藤本ビ
ル1F

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

1582
株式会社菱豊フリーズシ
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/

1583
社会福祉法人 郡山双葉会
はぐみ保育園

教育・学習支援
業

奈良県 大和郡山市冠山町2-33 http://www.kosodate-web.com/hagumi/

1584
一般社団法人大和健康Ｃ
ＬＵＢ

教育・学習支援
業

奈良県 大和高田市市場792-10 http://www.eonet.ne.jp/

1585 住都営繕株式会社 建設業 奈良県 奈良市北半田中町19番地 http://www.jyuto.net/
1586 株式会社斑鳩 製造業 奈良県 生駒郡斑鳩町阿波293番地 http://ikaruga.co.jp/
1587 株式会社高正 建設業 奈良県 香芝市畑３丁目905番地
1588 宏和工業株式会社 建設業 奈良県 大和高田市池田321番地 http://www.kowa-idn.co.jp/

1589 中村建設株式会社 建設業 奈良県 奈良市三条大路1-1-48 http://www.8-nakamura.co.jp/

1590
株式会社柿の葉すし本舗
たなか

製造業 奈良県 五條市住川町1490番地 https://www.kakinohasushi.co.jp/

1591 株式会社森脇ビデオ企画
専門・技術サー
ビス業

奈良県 橿原市新口町50-29 http://www.imj.ne.jp/mvk/

1592 株式会社エーウィル 卸売・小売業 奈良県 五條市田園3丁目21番地1



1593 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

1594 天龍化学工業株式会社 製造業 奈良県 磯城郡三宅町伴堂551番地 http://www.tenryu-c.co.jp

1595 葛城工業株式会社 製造業 奈良県 北葛城郡広陵町沢338 http://www.ktrg.co.jp
1596 植平工業株式会社 製造業 奈良県 宇陀市大宇陀大東203－1 http://www.uehira.com/

1597 キュー
生活関連サービ
ス・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/

1598 ソワンドゥプレス・奈良
生活関連サービ
ス・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

1599 株式会社呉竹 製造業 奈良県 奈良市南京終町7-576 http://www.kuretake.co.jp/

1600 株式会社ハピネス
生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県
奈良市二条町2-58-１　中
井ビル1F

http://www.hairmake-happiness.com/

1601 小路谷写真株式会社
専門・技術サー
ビス業

奈良県 奈良市上三条町2 http://www.kojitani.co.jp/

1602 株式会社ツボイ 卸売・小売業 奈良県 香芝市今泉21-5 http://www3.lint.ne.jp/~tsuboi/

1603 有限会社桂花 飲食店・宿泊業 奈良県 生駒市真弓1丁目10-7 http://www.c-keika.com/

1604 株式会社モノポリー 卸売・小売業 奈良県
奈良市三条本町9番21号Ｊ
Ｒ奈良伝宝ビル5階

http://www7b.biglobe.ne.jp/monopory/

1605
有限会社スマイル動物病
院

医療・福祉 奈良県 天理市富堂176-11 http://smile-ah.jp/

1606
ソワンドゥ・ブレス・ラ
ペあやめ池店

生活関連サービ
ス・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

1607 奈良県農業協同組合
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

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

1608 つけもと株式会社 製造業 奈良県 北葛城郡河合町長楽89番地 http://www.tsukemoto.co.jp/

1609 シバタ製針株式会社 製造業 奈良県 葛城市南道穂137 http://www.shibata.nu/jp/

1610 株式会社中條 卸売・小売業 奈良県 奈良市大宮町6-7-3 http://www.chujo.co.jp/
1611 ダイワ産業株式会社 製造業 奈良県 高市郡高取町市尾897-1 http://www.daiwa70.com/

1612 三岡商事株式会社
その他のサービ
ス業

奈良県 奈良市神殿町630番地

1613 株式会社明新社 製造業 奈良県
奈良市南京終町3丁目464番
地

http://www.meishin.co.jp/

1614 有限会社ウィル 卸売・小売業 奈良県
桜井市大字桜井204番地1幸
和ビル5階

https://www.rakuten.co.jp/ribonchan

1615 株式会社村井建設 建設業 奈良県 葛城市当麻2番地 https://murai-arc.com/

1616 株式会社ＭＡＲＵＫＡＩ 飲食店・宿泊業 奈良県
桜井市戒重331-8ラポイー
ル桜井101

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

1617 株式会社日電鉄工所 製造業 奈良県
生駒郡安堵町大字窪田837-
1

http://www.ndtk.co.jp/

1618
株式会社マネジメント・
リソース

その他のサービ
ス業

奈良県
桜井市粟殿1028-3 レジデ
ンスタキズミ403号

http://mrri.co.jp/

1619 日進電工株式会社 建設業 奈良県
大和郡山市小泉町2428番地
の1

http://www.nisshindenko.jp/

1620
託児・保育所ドリームハ
ウス　菖蒲良子

生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県 桜井市慈恩寺890-3 http://www.dreamhoiku.com/

1621
アトリエ　コム　デュ
ラ　ソワ

生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県
生駒市谷田町870-2　中谷
ビル1F

http://salon-atelier.perma.jp

1622 ROYAL　OF HAIR
生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県 生駒市東生駒1-383-7 http://www.royal-of-hair.com/

1623 株式会社ペーパル 卸売・小売業 奈良県 奈良市池田町76-7 http://www.pepal.co.jp/
1624 株式会社八重桜 医療・福祉 奈良県 奈良市法蓮町410-2 http://www.yaezakura.com/

1625 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/

1626 株式会社大和製砥所 製造業 奈良県 香芝市畑5丁目1613番地 http://www.yamatoseito.co.jp/

1627 大和陸運株式会社 運輸業 奈良県 大和郡山市今国府町88-2 http://www.daiwarikuun.co.jp/

1628 KAKUI 卸売・小売業 奈良県 北葛城郡河合町川合643 http://www.shop-kakui.com/

1629 株式会社しあわせ屋
その他のサービ
ス業

奈良県
奈良市恋の窪二丁目197番
地の3

http://www.siawaseya.com/

1630
株式会社寺田ポンプ製作
所

製造業 奈良県 大和高田市東雲町3番17号 http://www.teradapump.co.jp/

1631
特定非営利活動法人そら
子ども発達サポートセン
ターはるる

教育・学習支援
業

奈良県
生駒郡斑鳩町神南5丁目14
番13号

http://sorasupport.sakura.ne.jp/



1632
ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ
ＲＩＮＡＴＯ

生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県
磯城郡田原本町三笠36プラ
ザ砂川

http://haircolor.beauty.hotpepper.jp/shopH000238922.html

1633
ＬＩＺＡ　ｈａｉｒ　ｓ
ａｌｏｎ

生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県 香芝市真美ケ丘2-１-5 http://liza-hair.com/

1634 水野鉄工株式会社 建設業 奈良県 御所市玉手157-2
1635 Ｂａｋｅｒｙ　Ｍｅｉ 製造業 奈良県 天理市川原城町896

1636
タガワアニマルホームド
クター

医療・福祉 奈良県 生駒市上町1112-1 http://tagawa-animal.com/

1637 一般社団法人無限 医療・福祉 奈良県 生駒市西菜畑1521 http://mugen-mugen.com/

1638 ケイアスト株式会社 建設業 奈良県
奈良市西九条町2丁目11番
地2

1639 やまと産業株式会社 製造業 奈良県
山辺郡山添村三ケ谷1127番
地

http://www.yamatosangyo.com/

1640 三和工機株式会社 製造業 奈良県 大和郡山市若槻町7-1 http://sanwakouki.co.jp/

1641 株式会社丸エス 卸売・小売業 奈良県 奈良市中町3999-1 http://www.petmaruesu.com/

1642 株式会社ソシアル 製造業 奈良県 御所市櫛羅2140番地 http://www.sociel.co.jp/

1643 株式会社ランド・エコ
専門・技術サー
ビス業

奈良県 大和郡山市田中町818－4 http://www.land-eco.jp/

1644 のぞみ歯科クリニック 医療・福祉 奈良県 香芝市下田西3-1-26 http://www.nozomi-shika.net/

1645
株式会社ロイヤルツーリ
スト

その他のサービ
ス業

奈良県
奈良市大宮町6丁目9-1新大
宮ビル3階

http://www.royal-tourist.co.jp/

1646 株式会社elife-plus 卸売業、小売業 奈良県
桜井市大字粟殿1005サンハ
イツ森本1-C

http://www.elife-plus.com/

1647 近畿編針株式会社 製造業 奈良県 生駒市高山町4368番地 http://www.kinkiamibari.com/

1648 株式会社大同ソイル
専門・技術サー
ビス業

奈良県 御所市宮前町568番地 http://www.daido-soil.co.jp/

1649 株式会社アイワ 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

1650 ハヤト建築事務所 建設業 奈良県
生駒市中菜畑2丁目1000番
11

http://hayatokenchiku.web.fc2.com/

1651 五位堂工業株式会社 製造業 奈良県 御所市大字城山台166番24 http://www.goidou.jp/

1652
大阪自動機械販売株式会
社

製造業 奈良県 生駒市谷田町1258-3 http://www.komiyan.co.jp/

1653
ｉｎｎｉ　ｈａｉｒ　ｄ
ｅｓｉｇｈ　ｗｏｒｋｓ

生活関連サービ
ス・娯楽業

奈良県
奈良市油阪町446-5米澤塗
料ビル2Ｆ

http://www.inni-hair-design-works.com/

1654 株式会社キノシタ 建設業 奈良県 奈良市北之庄町41-2 http://www.kinoshita1979.co.jp/

1655 川端運輸株式会社 運輸業 奈良県 大和郡山市今国府町690 http://www.kawabataunyu.com/

1656 内藤電気株式会社 製造業 奈良県 橿原市新堂町369番地
1657 奈良スズキ販売株式会社 卸売・小売業 奈良県 橿原市常盤町272-1 http://narasuzuki.jp/

1658
有限会社アトム電器尼ヶ
辻店

卸売・小売業 奈良県 奈良市四条大路5-5-6 http://www.atom-denki.co.jp/ShopDetails/amagatsuji.htm

1659
近畿アルミニウム株式会
社

製造業 奈良県 北葛城郡広陵町大字中290 http://kinkialumi.com/

1660 株式会社隼都 建設業 奈良県 宇陀市榛原雨師407番地の1

1661
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/

1662
有限会社ガンバ体操クラ
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/

1663
株式会社アクティブエナ
ジー

建設業 奈良県 奈良市六条西5丁目10-17 http://active-energy.co.jp/

1664 有限会社ベルグ 医療・福祉 奈良県 大和郡山市柳町76-1 http://www.berg-co.jp/

1665
株式会社マイトリー（ア
イペットクリニック）

専門・技術サー
ビス業

奈良県 橿原市今井町3-11-22 http://www.aipetclinic.com/

1666 ＭＯＲＩＴＥＣ 建設業 奈良県 奈良市法蓮町578-1 http://nara-moritec.com/

1667 ＨＯＷＳ 製造業 奈良県 橿原市西池尻町92-2 https://peraichi.com/landing%20pages/view/hows

1668 株式会社山城屋 製造業 奈良県
橿原市八木町3丁目23番地3
号

http://yamashiroya.korell.co.jp/

1669 株式会社渡辺電気工事 建設業 奈良県
磯城郡田原本町大字千代
341-1

1670 カットの店 あっこ
生活関連サービ
ス・娯楽業

和歌山県
東牟婁郡古座川町高池810-
1

1671 株式会社昭和鋼業 卸売・小売業 和歌山県 和歌山市井ノ口261-2 ss-showa@theia.ocn.ne.ｊｐ

1672 有限会社クライススズキ 卸売・小売業 和歌山県 橋本市学文路226-5
1673 株式会社広域有田 医療・福祉 和歌山県 有田郡西丹生図401



1674 おおへち社労士事務所
その他のサービ
ス業

和歌山県 田辺市上の山1-7-20 A-201

1675
和歌山ゼロックス株式会
社

卸売・小売業 和歌山県 和歌山市内原1000番地の1 www.w-xerox.co.jp/

1676
田中社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

和歌山県
和歌山市中之島1508-2
田中ビル3階

tsyarousi.com/

1677 近畿電設工業株式会社 建設業 和歌山県 和歌山市松江北7-10-28 www.kinsetsu.com

1678
株式会社木村メリヤス工
場

製造業 和歌山県 紀の川市粉河1687

1679
株式会社クリスタル観光
バス

運輸業 和歌山県 和歌山市吐前992 www.cypress.ne.jp./crystal/

1680
株式会社いこいの村わか
やま

飲食店・宿泊業 和歌山県
西牟婁郡すさみ町周参見
4857-3

1681
南海鑑定センター株式会
社

金融・保険業 和歌山県 和歌山市三木町堀詰1 www.fudousankantei.com

1682
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 www.npokatatsumuri.info/

1683
有限会社　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

1684
株式会社　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292-1

1685
株式会社　リカーショッ
プ　ゴワ

卸売・小売業 和歌山県 和歌山市砂山南1-1-9

1686
社会福祉法人　有田つく
し福祉会

医療・福祉 和歌山県 有田郡湯浅城栖原187-1

1687 株式会社　古川製作所 製造業 和歌山県 和歌山市西653

1688 社会福祉法人　あさひ 医療・福祉 和歌山県
伊都郡かつらぎ町大字
西飯降字白田谷461-6

1689 株式会社 Ｒ＆Ｃ 医療・福祉 和歌山県 岩出市船戸220-2
1690 有限会社　野嶋運送 運輸業 和歌山県 和歌山市西庄516-7 www.nojima-express.co.jp

1691 有限会社　ツジ美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

和歌山県 和歌山市美園町5丁目4-17 www.sallam.jp

1692
大和自動車整備　株式会
社

その他のサービ
ス業

和歌山県 田辺市下三栖1478-2 daiwajidousya.jp/

1693
医療法人　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 tanabechp.or.jp

1694 大西会計事務所
専門・技術サー
ビス業

和歌山県 和歌山市黒田2丁目2-22 www.onishi_act.com

1695 有限会社 カトウ電機 製造業 和歌山県
紀の川市貴志川町尼寺339
番地1

1696 株式会社ニイハオ 飲食店・宿泊業 和歌山県 和歌山市黒田　177-8 ni-hao.jp
1697 海南在宅福祉企業組合 医療・福祉 和歌山県 海南市木津273

1698 株式会社　やすら木
その他のサービ
ス業

和歌山県 橋本市市脇702番地4

1699 社会福祉法人　喜成会 医療・福祉 和歌山県 和歌山市北野128番地
1700 株式会社　尾石 卸売・小売業 和歌山県 和歌山市栗栖78-4 www.oishi-id.co.jp

1701
有限会社オリゾン保険事
務所

金融・保険業 和歌山県 和歌山市塩屋2-1-27

1702 株式会社　日本テクノ
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

和歌山県 和歌山市冬野1359-7 www.nihon-techn.jp

1703
株式会社　岡会計セン
ター

その他のサービ
ス業

和歌山県 和歌山市寄合町24 www.okakaikei.co.jp

1704
日進化学株式会社
和歌山工場

製造業 和歌山県
伊都郡かつらぎ町蛭子121-
5

www.nisshinkagaku.com/

1705 ＬＩＰ　ＳＴＩＣＫ
その他のサービ
ス業

和歌山県 和歌山市内原520-1 www.lipstick-web.com

1706 岡シャーリング株式会社 製造業 和歌山県 和歌山市湊564

1707 マリオン
その他のサービ
ス業

和歌山県
和歌山市十番丁91センター
ビル

store.shopping.yahoo.co.jp/meisan-wakayama/

1708
アイシーアイ販売株式会
社

専門・技術サー
ビス業

和歌山県
岩出市西野25 ロッシュ
コートⅡ

www.ici-cosmetics.jp/

1709
おそうじ本舗和歌山イン
ター店

専門・技術サー
ビス業

和歌山県 和歌山市田尻696 shop.osoujihonpo.com/detail/5236/



1710 株式会社　木根電設 建設業 和歌山県 有田郡有田川町糸川5
1711 株式会社　ふみこ農園 卸売・小売業 和歌山県 有田郡有田川町野田594-1 www.fumiko.co.jp/
1712 株式会社 ナルト 製造業 和歌山県 有田郡有田川町小島288

1713 青木俊典税理士事務所
その他のサービ
ス業

和歌山県
和歌山市西旅籠町4番地
第2垂井ビル4階

1714 堀田運送株式会社 運輸業 和歌山県 海南市下津町上1200番地3

1715
株式会社下津自動車整備
工場

専門・技術サー
ビス業

和歌山県 海南市下津町上1159番地 www.e-seibi.co.jp/

1716
有限会社奥野マネージメ
ントサービス

その他のサービ
ス業

和歌山県 和歌山市太田439-10

1717 タイセイハウス 建設業 和歌山県 和歌山市木ノ本1496-136
1718 石油ガス輸送株式会社 運輸業 和歌山県 海南市下津町上1182番地1
1719 ナカオ工業株式会社 製造業 和歌山県 有田郡広川町河瀬142-5 www.nakao-k.co.jp

1720 有限会社 みの印章堂 卸売・小売業 和歌山県
和歌山市東長町1丁目41番
地

minoinshoudou.com/.com.ne.jp

1721
社会福祉法人 清和福祉会
特養老人ホーム 美里園

医療・福祉 和歌山県 海草郡紀美野町安井6-1 www6.ocn.ne.jp/misatoenn

1722 株式会社　明日葉の里 医療・福祉 和歌山県 東牟婁郡串本町潮岬1844

1723 Ｍ´ｓ ＡＵＴＯ
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

1724 税理士法人　ＡＡＡ
その他のサービ
ス業

和歌山県 和歌山市有田屋町南ノ丁28 aaa-group.jp

1725 株式会社ウッドフェイス 製造業 和歌山県 和歌山市小倉411番地の5 woodface.jp/

1726 株式会社グラフィックス
その他のサービ
ス業

和歌山県
和歌山市小野町1-18
サンケイ丸の内ビル2階

www.grafix.ne.jp/

1727 ヴェレ株式会社 不動産業 和歌山県
和歌山市山吹丁9番地
Natural Park301

plena-vere.jp

1728 株式会社　総本家駿河屋 製造業 和歌山県 和歌山市小倉25番地 www.souhone-surugaya.co.jp

1729 株式会社　信濃路 飲食店・宿泊業 和歌山県
和歌山市加納319旭建材ビ
ル2階

1730
特別養護老人ホーム　友
愛苑

医療・福祉 和歌山県
伊都郡九度山町大字河根
807-64

care-net.biz/30/yuaien/

1731
有限会社ライフパート
ナー

医療・福祉 和歌山県 海南市小野田1620-101

1732 社会福祉法人 髙陽会 医療・福祉 和歌山県 紀の川市上田井1020番地 www.koyokai.or.jp

1733 竹島鉄工建設　株式会社 製造業 和歌山県
有田郡有田川町大字西丹生
図285番地1

www.takeshima-tekko.com

1734
株式会社恋野マッシュ
ルーム

農業・林業 和歌山県 橋本市恋野1529 koino-mush@star.ocn.ne.jp

1735 アドネット株式会社 製造業 和歌山県 和歌山市和歌川町5-3
1736 堀内印刷所 製造業 和歌山県 和歌山市栗栖96-5
1737 株式会社　明光 運輸業 和歌山県 海南市下津町下津3080-1 www.k-meikou.co.jp

1738
株式会社 メイコウホール
ディングス

運輸業 和歌山県 海南市下津町下津3080-1 www.k-meikou.co.jp

1739 西中商店 卸売・小売業 和歌山県 和歌山市六十谷180-55

1740
株式会社ファーストオー
エー

卸売・小売業 和歌山県 和歌山市田屋216-5

1741 エコトップ株式会社 建設業 和歌山県 岩出市中島451-2 www.ecotop.jp

1742 有限会社ビービーエム
専門・技術サー
ビス業

和歌山県 和歌山市美園町56-6

1743 阪和マテリアル株式会社 建設業 和歌山県
和歌山市八番丁9番地パー
ク県信ビル411

1744 株式会社旭洋冷蔵
その他のサービ
ス業

和歌山県 紀の川市黒土218-2 www.kyokuyo-reizo.co.jp

1745
コアラ保険パートナーズ
株式会社

その他のサービ
ス業

和歌山県 和歌山市三葛344-3 koala-hoken.jp

1746
株式会社システムキュー
ブ

情報通信業 和歌山県 和歌山市黒田193-1 www.sys-cube.co.jp

1747 株式会社コムラ 卸売・小売業 和歌山県 和歌山市西浜1047-6 www.komura-g.jp
1748 株式会社コムテック 卸売・小売業 和歌山県 和歌山市西浜1038-12 www.komura-g.jp

1749 内藤会計事務所
その他のサービ
ス業

和歌山県 和歌山市道場町51 www.naito-ac.com

1750 オフィスメイト株式会社
教育・学習支援
業

和歌山県 田辺市湊761-3 mete@mb.aikis.or.jp



1751 大木電機工業株式会社 建設業 和歌山県 和歌山市九番丁10番地
1752 紀の国医療生活協同組合 医療・福祉 和歌山県 和歌山市新堀東2-2-2
1753 株式会社しんこう技研 製造業 和歌山県 紀の川市貴志川町北1199-3 www.shinkougiken,co,jp
1754 株式会社ＭＵＲＯ 医療・福祉 和歌山県 和歌山市山口西385-1
1755 株式会社暁機械製作所 製造業 和歌山県 和歌山市岩瀬732

1756
医療法人久仁会 宇都宮病
院

医療・福祉 和歌山県 和歌山市鳴神505-4 www.utsunomiya-hospitaru.com/

1757 株式会社和歌山新報社 情報通信業 和歌山県 和歌山市福町49 番地 www.wakayamashnnpo.co.jp/

1758 株式会社日高新報社
その他のサービ
ス業

和歌山県 御坊市湯川町財部604 www.hidakashinnpo.co.jp

1759
社会福祉法人　敬愛会
特別養護老人ホーム 白寿
苑

医療・福祉 和歌山県 日高郡日高川町船津1664 www.keiai-w.or.jp/

1760
有限会社サカモト電機工
業

製造業 和歌山県 海南市且来427番地

1761 株式会社日伸 卸売・小売業 和歌山県 和歌山市神前298-1
1762 有限会社ヤマックス 医療・福祉 和歌山県 和歌山市松江東1-7-36

1763
ダイワトーヨー住器株式
会社

卸売・小売業 和歌山県 和歌山市小倉411-32 tmsasp.com/do/daiwa

1764 edge hair design
専門・技術サー
ビス業

和歌山県
和歌山市十番丁第2MYビル
2F

1765 東洋特殊工事株式会社 卸売・小売業 和歌山県
和歌山市舟津町3丁目22番
地の2

toyo.kaigo640net

1766
株式会社アシストプラン
紫陽花

飲食店・宿泊業 和歌山県 岩出市荊本46-2

1767 有限会社ライフサポート
その他のサービ
ス業

和歌山県 和歌山市友田町2丁目145

1768
株式会社ＫＥＧキャリ
ア・アカデミー

教育・学習支援
業

和歌山県 和歌山市友田町2丁目145 www.kadonokyoiku.com

1769
ＫＡＤＯＮＯ ＥＤＵＣＡ
ＴＩＯＮＡＬ ＧＲＯＵＰ

教育・学習支援
業

和歌山県 和歌山市友田町2丁目145 www.kadonokyouiku.com

1770 太洋工業株式会社 製造業 和歌山県 和歌山市有本661 www.taiyo-xelcom.co.jp/

1771
株式会社スタッフバンク
ジャパン

その他のサービ
ス業

和歌山県 和歌山市友田町2丁目145

1772
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丁目145

1773
有限会社 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丁目145 www.kadonokyouiku.com

1774
株式会社ノカミモーター
ス

専門・技術サー
ビス業

和歌山県 和歌山市小雑賀592-2

1775
有限会社プランニング守
山

飲食店・宿泊業 和歌山県 和歌山市善明寺594-1

1776 株式会社　サウスコア 金融・保険業 和歌山県
和歌山市加納町22
レグルス加納町ビル1F

1777 社会福祉法人みどり会 医療・福祉 和歌山県 和歌山市和佐中213-1 www.w-midori.jp
1778 株式会社　松鶴 医療・福祉 和歌山県 和歌山市狐島590
1779 有限会社　アドバンス 飲食店・宿泊業 和歌山県 和歌山市元寺町5-58

1780
三木町ビジネスコンサル
タンツ
株式会社

その他のサービ
ス業

和歌山県 和歌山市三木町中ノ丁17

1781
和歌山高齢者生活協同組
合

医療・福祉 和歌山県 和歌山市中之島782 www.s-co-op-or,jp/

1782 株式会社　もみじ 医療・福祉 和歌山県 東牟婁郡串本町出雲1044-4
1783 尾﨑産業株式会社 製造業 和歌山県 海南市野上中526 www2.gol.com/users/ozakisangyo/

1784
デンタル アート スタジ
オ

医療・福祉 和歌山県 和歌山市元寺町4-17

1785
社会福祉法人　昭仁会双
苑　特別養護老人ホーム
吉備苑

医療・福祉 和歌山県
有田郡有田川町大字奥222-
1

1786
社会福祉法人　昭仁会双
苑　特別養護老人ホーム
しみず園

医療・福祉 和歌山県
有田郡有田川町大字粟生
710-4

1787 山東株式会社 卸売・小売業 和歌山県 和歌山市駿河町38 www.syugeiyasan.co.jp



1788 株式会社　わらいや 飲食店・宿泊業 和歌山県
和歌山市太田4丁目11-9-
403

www.warai-ya.com

1789
医療法人彌栄会介護老人
保健施設やよい苑

医療・福祉 和歌山県 岩出市中迫380 www.yaeikai.com

1790
社会福祉法人 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 www.tenbien.jp/

1791
株式会社テレわかプラン
ニング

その他のサービ
ス業

和歌山県
和歌山市栄谷151(テレビ和
歌山内）

www.rakuten.co.jp/telewaka-shop

1792
特定非営利活動法人いぶ
き福祉会

医療・福祉 和歌山県
伊都郡九度山町九度山1547
番地-1

1793 株式会社興和製作所 製造業 和歌山県 和歌山市福島618-6
1794 株式会社セトウ百貨店 卸売・小売業 和歌山県 有田郡有田川町金谷620 www.kaseya.cojp

1795
社会福祉法人　わかうら
会

医療・福祉 和歌山県 和歌山市田野175 www.cypress.ne.jp/sha-waka/

1796 株式会社　笠原 卸売・小売業 和歌山県 和歌山市広瀬通丁3丁目30
1797 アズマハウス株式会社 不動産業 和歌山県 和歌山市黒田1丁目2番17号 azumahouse.com

1798
和歌山トヨタ自動車株式
会社

卸売・小売業 和歌山県
和歌山市美園町2丁目65番
地

www.toyota.co.jp/wakayamatoyota/

1799
住宅型有料老人ホーム
ふじの里

医療・福祉 和歌山県 日高郡日高町荊木115-1 www.fuji-no-sato.com

1800
ぬくもり建築工房　吾建
築

建設業 和歌山県 日高郡美浜町吉原452

1801 医療法人　さくら会 医療・福祉 和歌山県 海南市名高140-1 www.sakuraclinic.org/

1802 株式会社アドヴァンス
その他のサービ
ス業

和歌山県 岩出市金池71-2 www.advance-sports.cojp

1803
有限会社フジコーポレー
ション

飲食店・宿泊業 和歌山県 田辺市稲成町336番地1

1804
社会福祉法人　紀の国福
樹会

医療・福祉 和歌山県 岩出市溝川22

1805
日産プリンス和歌山販売
株式会社

卸売・小売業 和歌山県
和歌山市和歌浦東3丁目5番
54号

www.nissan-prince-wakayama.co.jp

1806
医療法人志嗣会　介護老
人保健施設アメニティ
かつらぎ

医療・福祉 和歌山県
伊都郡かつらぎ町妙寺
1947-42

www.shitsugu.or.jp

1807
窪田社会保険労務士事務
所

その他のサービ
ス業

和歌山県 伊都郡かつらぎ町三谷1583

1808 大興産業株式会社 卸売・小売業 和歌山県
岩出市高瀬74-1 ダイコー
ビル

1809
有限会社トータルケア
サービス

医療・福祉 和歌山県 和歌山市松江東2丁目1-14 www.ee-kaigo.co.jp

1810 ナンバーワン株式会社 卸売・小売業 和歌山県 和歌山市紀三井寺621-1 www.number1.jp

1811 株式会社ニューロード
教育・学習支援
業

和歌山県 和歌山市杭の瀬271-46

1812 浅川組運輸株式会社
その他のサービ
ス業

和歌山県 和歌山市築港5-4 www.asakawa-unyu.co.jp

1813
社会福祉法人　太陽福祉
会

医療・福祉 和歌山県 日高郡美浜町和田1138 www.taiyo.or.jo

1814 株式会社　進藤建設 建設業 和歌山県 和歌山市六十谷71-6 www.shindo,net
1815 株式会社　小松金属 製造業 和歌山県 和歌山市平尾837-19
1816 株式会社　ユニワールド 卸売・小売業 和歌山県 有田市千田72 www.uniworld.jp

1817
社福法人　弘心会　特別
養護老人ホーム　ほうら
い苑

医療・福祉 和歌山県 和歌山市新和歌浦2-9 www.horai-en.com

1818 株式会社　紀伊見荘 飲食店・宿泊業 和歌山県 橋本市矢倉脇115 www.kiimiso.co.jp
1819 川永保険 金融・保険業 和歌山県 和歌山市弘西90

1820
センゴクベンダー株式会
社

金融・保険業 和歌山県 和歌山市出島408-1 sengoku-gr.co.jp

1821
有限会社 テン・フォワ－
ド

卸売・小売業 和歌山県 和歌山市美園町5-12-1 www.plaza-contact.com

1822
社会福祉法人　和生福会
介護老人福祉施設　緑風
苑

医療・福祉 和歌山県 海南市孟子字波免709-1

1823 株式会社　近代技研
専門・技術サー
ビス業

和歌山県 岩出市水栖390番地 www.kindaigiken.co.jp



1824 阪和電子工業株式会社 製造業 和歌山県 和歌山市大垣内689-3 www.hanwa-ei.co.jp

1825
有限会社関西プレカット
工業所

製造業 和歌山県 有田郡湯浅町山田1659

1826 株式会社キンタロー 製造業 和歌山県 海南市船尾317-2 www.kintaro-bed.co.jp

1827 松三建材株式会社 製造業 和歌山県
和歌山市松江北6丁目8番30
号

www.matsusan.co.jp

1828
医療法人志嗣会 介護老人
保健施設メディケアはし
もと

医療・福祉 和歌山県 橋本市神野々877番地の1 www.shitsugu.or.jp

1829 株式会社　丸濵 製造業 和歌山県
和歌山市和歌浦南2丁目1番
1号

www.maruhama.com

1830 有限会社 樽の味 製造業 和歌山県 御坊市島661 www.tarunoaji.com/
1831 アプリ株式会社 医療・福祉 和歌山県 和歌山市有本458-9

1832 株式会社ケイオープラン 卸売・小売業 和歌山県
東牟呂婁郡那智勝浦町大字
築地3丁目1番地5

1833
株式会社紀和農園プロダ
クツ

製造業 和歌山県 和歌山市本渡825 www.kiwanouenn.co.jp

1834 丸七作業株式会社 製造業 和歌山県 海南市下津町下津27-1

1835
医療法人井上　井上整形
外科・内科

医療・福祉 和歌山県
和歌山市小人町南ノ丁20番
地

www.w-inoue.or.jp

1836 社会福祉法人　山口葵会 医療・福祉 和歌山県 和歌山市藤田25-1 www15.ocn.ne.jp/~aoikai/

1837 株式会社　じんざいや
その他のサービ
ス業

和歌山県 和歌山市六十谷236番地の5 www.jinzaiya.co.jp

1838 株式会社　ラポール 医療・福祉 和歌山県 和歌山市鳴神491-4

1839
会計事務所メルディアッ
プ

専門・技術サー
ビス業

和歌山県 和歌山市毛見1124-2 www.n-tax.net

1840
株式会社　くるま だるま
や

卸売・小売業 和歌山県 岩出市岡田704

1841 丸幸建設株式会社 建設業 和歌山県 和歌山市田中町3-67 WWW.MARUKO-HOME.CO.JP

1842 株式会社　フィットプロ
生活関連サービ
ス・娯楽業

和歌山県 和歌山市美園町5丁目9-12

1843 有限会社　車のえのもと 運輸業 和歌山県 和歌山市弘西1129-5 www.kurumaya.co.jp

1844
一般財団法人 和歌山市消
防協会

その他のサービ
ス業

和歌山県 和歌山市七番丁11番地の1 wakayama-syobokyokai.jp

1845 大亜鋼業株式会社 製造業 和歌山県 和歌山市雑賀崎2017-31

1846
株式会社　マルトミレン
タ

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

和歌山県 和歌山市井戸189-1

1847 清水印刷株式会社 情報通信業 和歌山県 和歌山市東高松3-8-14
1848 東亜ドラム油業株式会社 製造業 和歌山県 有田市初島町浜1000番地

1849
トリニティ アニマル ク
リック

複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

和歌山県 岩出市堀口44-1 trinity.jp.net/

1850
きらり　はり・きゅう
マッサージ整骨院

医療・福祉 和歌山県 和歌山市里27-1 kirarihari.com

1851
海南トーヨー住器株式会
社

卸売・小売業 和歌山県 海南市名高450番地2 www.maido-kainan.net

1852
和歌山自動ドア販売株式
会社

建設業 和歌山県 和歌山市新中島75番地8 www.wakayama-autdoor.co.jp

1853 松村冷機 卸売・小売業 和歌山県 和歌山市北出島103-14


