
ＮＯ 会社名 業種 ＮＯ 会社名 業種

1 株式会社アーテック 製造業 63 株式会社タブチ 製造業

2 アートコーポレーション株式会社 運輸業・郵便業 64 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 医療・福祉

3 株式会社アートリフォーム 建設業 65 株式会社中央電機計器製作所 製造業

4 アイ・テイ・エイ・ヴイデオ・サービス株式会社 その他 66 株式会社TTM 複合サービス業

5 株式会社アイデス 情報通信業 67 株式会社テイエム技建 建設業

6 株式会社赤垣屋 宿泊業・飲食サービス業 68 テレマート株式会社 卸売業・小売業

7 旭コムテク株式会社 情報通信業 69 東京コンピュータサービス株式会社大阪支店 情報通信業

8 株式会社アスモ介護サービス 医療・福祉 70 東洋ハイテック株式会社 その他

9 株式会社アテック大阪営業所 サービス業 71 株式会社トータルサービス 卸売業・小売業

10 株式会社アトムチェーン本部 卸売業・小売業 72 トーテックアメニティ株式会社 情報通信業

11 アプライアンス＆デジタルソリューション株式会社 情報通信業 73 ＴＯＮＥ株式会社 製造業

12 株式会社アマミ 卸売業・小売業 74 トモエメディア株式会社 情報通信業

13 株式会社アルトナー 学術研究・専門技術サービス 75 トラオム株式会社 宿泊業・飲食サービス業

14 一冨士フードサービス株式会社 サービス業 76 株式会社TORIKO サービス業

15 株式会社イワサキ 製造業 77 株式会社トレジャーボックス 建設業

16 株式会社上垣金属製作所 製造業 78 中川企画建設株式会社 建設業

17 植田基工株式会社 建設業 79 ナカザワ建販株式会社 卸売業・小売業

18 株式会社上六調剤薬局 医療・福祉 80 株式会社ナスピア 情報通信業

19 株式会社エイジェック大阪オフィス 製造業 81 日新技研株式会社 製造業

20 エース設計産業株式会社 学術研究・専門技術サービス 82 日新鋼業株式会社 製造業

21 株式会社エコ・プラン サービス業 83 株式会社日本電工 サービス業

22 株式会社エスアンドエスエンジニアリング 製造業 84 一般社団法人日本メンズ美容協会 教育・学習支援業

23 株式会社SKB 製造業 85 梅南鋼材株式会社 卸売業・小売業

24 エバオン株式会社 卸売業・小売業 86 羽衣電機株式会社 製造業

25 株式会社MIS 情報通信業 87 株式会社羽衣マネキン株式会社 サービス業

26 株式会社エレコン 建設業 88 株式会社Be-Groove サービス業

27 大阪精工株式会社 製造業 89 株式会社ビーバーハウス 不動産業・物品賃貸業

28 株式会社大阪フード 宿泊業・飲食サービス業 90 株式会社ビジネスブレーン 情報通信業

29 金井重要工業株式会社 製造業 91 株式会社ヒッツカンパニー 情報通信業

30 かね徳水産株式会社 卸売業・小売業 92 枚岡合金工具株式会社 製造業

31 岸和田製鋼株式会社 製造業 93 株式会社ファーストシステム サービス業

32 株式会社ギャラリーレア 卸売業・小売業 94 フクイ株式会社 卸売業・小売業

33 共栄ダイカスト株式会社 製造業 95 株式会社富士通システムズ・ウエスト 情報通信業

34 株式会社グッドライフOS 卸売業・小売業 96 富士電波工業株式会社 製造業

35 国元商会 製造業 97 双葉塗装株式会社 製造業

36 株式会社コポ 卸売業・小売業 98 株式会社フューチャーインフィニティ 情報通信業

37 酒井工業株式会社 建設業 99 株式会社フリープラス 複合サービス業

38 サクラインターナショナル株式会社 その他 100 株式会社プロアシスト 情報通信業

39 サポート行政書士法人 サービス業 101 プロシステム株式会社 情報通信業

40 サラヤ株式会社 製造業 102 株式会社紅中 卸売業・小売業

41 三紀運輸大阪株式会社 運輸業・郵便業 103 豊和開発株式会社 不動産業・物品賃貸業

42 三協化学工業株式会社 製造業 104 株式会社ホロンシステム 情報通信業

43 三進金属工業株式会社 製造業 105 株式会社間口 運輸業・郵便業

44 株式会社三和金属工業 製造業 106 株式会社松井製作所 製造業

45 株式会社ジィーサス 学術研究・専門技術サービス 107 マツバラ金網株式会社 製造業

46 株式会社シーエスシーサービス サービス業 108 株式会社マツミ 建設業

47 下西技研工業株式会社 製造業 109 マテックス株式会社 製造業

48 白ハト食品工業株式会社 飲食関連 110 丸石製薬株式会社 製造業

49 株式会社ジャパンビューティー サービス業 111 丸二倉庫グループ サービス業

50 株式会社ショクシン 卸売業・小売業 112 ミツワ電機工業株式会社 製造業

51 鈴木合金株式会社 製造業 113 株式会社メディプラン 医療・福祉

52 スペース・ソルバ株式会社 情報通信業 114 ヤマウチ株式会社 製造業

53 株式会社成学社 教育・学習支援業 115 山下硝子建材株式会社 卸売業・小売業

54 株式会社成都不動産 不動産業・物品賃貸業 116 株式会社ヤマナカゴーキン 製造業

55 株式会社seiwa 学術研究・専門技術サービス 117 株式会社UKnet 複合サービス業

56 株式会社千隆 宿泊業・飲食サービス業 118 株式会社ユニオンシンク 情報通信業

57 株式会社創和エンジニアリング 情報通信業 119 吉福エンジニアリング株式会社 サービス業

58 株式会社ダイキエンジニアリング大阪営業所 サービス業 120 株式会社Razest 情報通信業

59 株式会社大新社 情報通信業 121 株式会社リクサス 運輸業・郵便業

60 株式会社大同工業所 製造業 122 リック株式会社 卸売業・小売業

61 株式会社高山化成 製造業 123 株式会社ロードカー 卸売業・小売業

62 田代珈琲株式会社 卸売業・小売業 124 株式会社ｏｎｅＡ 製造業
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大阪府（124社）



ＮＯ 会社名 業種 ＮＯ 会社名 業種

125 株式会社川嶋建設 建設業 181 株式会社井上天極堂 製造業

126 株式会社観光ホテル淡州 宿泊業・飲食サービス業 182 岡村印刷工業株式会社 製造業

127 株式会社基陽 製造業 183 株式会社キタイ 製造業

128 御所坊グループ 宿泊業・飲食サービス業 184 広陵化学工業株式会社 製造業

129 株式会社コスメック 製造業 185 佐藤薬品工業株式会社 製造業

130 株式会社サンエース 卸売業・小売業 186 株式会社三光丸 製造業

131 株式会社ジェム サービス業 187 人材ニュース株式会社 サービス業

132 株式会社新保哲也アトリエ 卸売業・小売業 188 ディライト株式会社 宿泊業・飲食サービス業

133 株式会社ダイセキ 学術研究・専門技術サービス 189 株式会社寺田ポンプ製作所 製造業

134 滝川工業株式会社 製造業 190 株式会社ナカガワ 卸売業・小売業

135 竹内電機株式会社 製造業 191 株式会社奈良ロイヤルホテル 宿泊業・飲食サービス業

136 株式会社千代田精機 製造業

137 株式会社中の坊（有馬グランドホテル・中の坊瑞苑） 宿泊業・飲食サービス業 ＮＯ 会社名 業種

138 株式会社西村屋 宿泊業・飲食サービス業 192 アクロナイネン株式会社 製造業

139 日本テクノロジーソリューション株式会社 その他 193 株式会社淺川組 建設業

140 株式会社フジデン 情報通信業 194 キクロン株式会社 製造業

141 ペタビット株式会社 情報通信業 195 紀の国住宅株式会社 建設業

142 株式会社ホテルニューアワジ神戸 宿泊業・飲食サービス業 196 剤盛堂薬品株式会社 製造業

143 株式会社マニックス 建設業 197 スガイ化学工業株式会社 製造業

144 株式会社ユタックス 製造業 198 セイコーメディカル株式会社 卸売業・小売業

145 株式会社レック 生活関連サービス業・娯楽業 199 株式会社大和生研（１１７グル－プ） サービス業

200 東洋検査工業株式会社 学術研究・専門技術サービス

ＮＯ 会社名 業種 201 阪和電子工業株式会社 製造業

146 旭金属工業株式会社 製造業 202 株式会社メイワ 製造業

147 インフォニック株式会社 情報通信業 203 和歌山太陽誘電株式会社 製造業

148 株式会社エスユーエス 情報通信業

149 株式会社ゑり善 卸売業・小売業 ＮＯ 会社名 業種

150 オムロンパーソネル株式会社 サービス業 204 株式会社松阪鉄工所 製造業

151 株式会社関西丸和ロジスティクス 運輸業・郵便業

152 株式会社京都科学 製造業 ＮＯ 会社名 業種

153 京滋ユアサ電機株式会社 卸売業・小売業 205 株式会社カズマ 製造業

154 コーデンシ株式会社 製造業 206 株式会社田中化学研究所 製造業

155 サンプラスチックス株式会社 製造業 207 ハッポー化学工業株式会社 製造業

156 島津エンジニアリング株式会社 サービス業 208 株式会社ビジュアルソフト 情報通信業

157 株式会社積進 製造業 209 株式会社福井村田製作所 製造業

158 株式会社長栄 不動産業・物品賃貸業

159 株式会社マツモト 卸売業・小売業 ＮＯ 会社名 業種

160 株式会社元廣外食事業部 宿泊業・飲食サービス業 210 株式会社ジップ サービス業

161 ユニバーサル特機株式会社 製造業 211 一般社団法人システムエンジニアリング岡山 情報通信業

162 由利ロール株式会社 製造業 212 丸五ゴム工業株式会社  製造業 

163 株式会社リヴ 建設業

164 株式会社ロマンス小杉 製造業 ＮＯ 会社名 業種

213 エイ・エス株式会社 情報通信業

ＮＯ 会社名 業種 214 株式会社シーディア 学術研究・専門技術サービス

165 イチバングループ 生活関連サービス業・娯楽業 215 株式会社中央コンタクト 卸売業・小売業

166 株式会社イマック 製造業 216 ヒューマンライフケア株式会社 医療・福祉

167 株式会社おうみ教育社 教育・学習支援業 217 株式会社ベクトルキャリア その他

168 株式会社GRiP’S サービス業

169 甲賀高分子株式会社 製造業

170 株式会社昭建 建設業

171 新江州株式会社 製造業

172 センチュリー・シガ・ゴルフクラブ サービス業

173 株式会社タオ 教育・学習支援業

174 株式会社ＴＡＤコーポレーション サービス業

175 夏原工業株式会社 製造業

176 日産プリンス滋賀販売株式会社 卸売業・小売業

177 日伸工業株式会社 製造業

178 株式会社ピアライフ 不動産業・物品賃貸業

179 株式会社ファイブスター 宿泊業・飲食サービス業

180 メニックス株式会社 サービス業

三重県（1社）

福井県（5社）

岡山県（3社）

東京都（5社）

滋賀県（16社）

京都府（19社）

兵庫県（21社） 奈良県（11社）

和歌山県（12社）


