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NO. 会社名
所在地

（都道府県・市区町村）
ホームページURL 業種

1 生活協同組合コープしが 滋賀県野洲市 http://www.pak2.com/ サービス業（他に分類されないもの）

2 株式会社リクサス 大阪府大阪市中央区 http://www.lixus.co.jp サービス業（他に分類されないもの）

3 株式会社日本創造教育研究所 大阪府吹田市 www.nisouken.co.jp サービス業（他に分類されないもの）

4 アステム株式会社 大阪府吹田市 http://www.astem.com サービス業（他に分類されないもの）

5 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区 www.ifsco-group.com/ サービス業（他に分類されないもの）

6 株式会社シーエスシーサービス 大阪府大阪市東成区 http://www.csc.srvc.jp サービス業（他に分類されないもの）

7 株式会社POLA 東京都品川区 http://www.pola.co.jp/ サービス業（他に分類されないもの）

8 株式会社レック 兵庫県神戸市中央区 http://www.lec-net.com/ サービス業（他に分類されないもの）

9 １１７グル－プ（冠婚・葬祭・仏事） 和歌山県和歌山市 http://www.117.co.jp/ サービス業（他に分類されないもの）

10 サクラインターナショナル株式会社 大阪府大阪市中央区 http://www.sakurain.co.jp サービス業（他に分類されないもの）

11 株式会社大阪フード 大阪府大阪市西成区 http://www.botejyu.co.jp/ 宿泊業・飲食サービス業

12 株式会社はーとふるセゾン 京都府京都市上京区 http://heartfulsaison.co.jp 医療・福祉

13 ヒューマンライフケア株式会社 東京都新宿区 http://kaigo.human-lifecare.jp/ 医療・福祉

14 上原成商事株式会社 京都府京都市中京区 http://www.ueharasei.co.jp 卸売業・小売業

15 株式会社パンテック 滋賀県大津市 http://www.pantechco.jp/ 卸売業・小売業

16 株式会社コメリ 新潟県新潟市南区 http://www.komeri-recruit.jp/ 卸売業・小売業

17 株式会社紅中 大阪府大阪市浪速区 http://www.venichu.co.jp 卸売業・小売業

18 株式会社大水 大阪府大阪市福島区 http://www.daisui.co.jp/ 卸売業・小売業

19 テレマート株式会社 大阪府大阪市西区 http://www.tele-mart.co.jp/ 卸売業・小売業

20 株式会社近商ストア 大阪府松原市 http//www.kinshostore.co.jp 卸売業・小売業

21 伊部株式会社 大阪府大阪市中央区 http://www.sinacova.co.jp 卸売業・小売業

22 株式会社コポ 大阪府大阪市東成区 http://copo-net.jp 卸売業・小売業

23 株式会社サンディ 大阪府大阪市淀川区 http://www.sundi.co.jp/ 卸売業・小売業

24 株式会社サンエース 兵庫県神戸市東灘区 http://www.sunace-net.com/ 卸売業・小売業

25 株式会社プラス産直市場よってって 和歌山県田辺市 http://plusnet.co.jp 卸売業・小売業

26 セイコーメディカル株式会社 和歌山県和歌山市 http://www.skmnet.co.jp/ 卸売業・小売業

27 アートコーポレーション株式会社 大阪府大東市 http://www.the0123.com 運輸業・郵便業

28 丸二倉庫グループ 大阪府大阪市西区 http://www.maruni-soko.co.jp/ 運輸業・郵便業

29 株式会社アートリフォーム 大阪府吹田市 http://www.artreform.com/ 建設業

30 株式会社オンテックス 大阪府大阪市浪速区 http://www.ontex.co.jp/ 建設業

31 植田基工株式会社 大阪府茨木市 http://www.uedakikou.co.jp/ 建設業

32 近畿設備株式会社 大阪府大阪市北区 http://kinsetu.co.jp/ 建設業

33 株式会社エコ・プラン 大阪府茨木市 http://www.ecology-plan.co.jp/ 建設業
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34 大起工業株式会社 大阪府高槻市 http://www.daiki-kogyou.co.jp/ 建設業

35 永森建設株式会社 福井県福井市 http://www.eshin-group.co.jp/ 建設業

36 池田建設株式会社 兵庫県丹波市氷上町成松 http://www.ikeda-kensetu.co.jp/ 建設業

37 株式会社川嶋建設 兵庫県豊岡市 http://www.kawashima.gr.jp 建設業

38 株式会社長栄 京都府京都市下京区 https://www.kk-choei.co.jp/ 不動産業・物品賃貸業

39 アプライアンス＆デジタルソリューション株式会社 滋賀県草津市 http://www.ad-sol.co.jp/ 情報通信業

40 株式会社アイデス 大阪府大阪市中央区 http://www.ides.co.jp 情報通信業

41 メディアウェア株式会社 大阪府大阪市 http://www.mediaware.co.jp/ 情報通信業

42 株式会社ヒッツカンパニー 大阪府大阪市西区 https://www.hits-company.co.jp/ 情報通信業

43 トモエメディア株式会社 大阪府高槻市 http://www.tomoemedia.co.jp 情報通信業

44 株式会社ＫＳＣ 大阪府大阪市中央区 http://www.kscsoft.co.jp/ 情報通信業

45 株式会社エスワイシステム 大阪府大阪市中央区 http://www.sysystem.co.jp/ 情報通信業

46 株式会社アイテム 大阪府大阪市西区 http://ns.i-tem.co.jp/ 情報通信業

47 株式会社シンプルソフトウェア研究所 大阪府大阪市淀川区西中島 http://www.simple-soft.co.jp 情報通信業

48 株式会社ビジュアルソフト 福井県福井市 http://www.vss.co.jp/ 情報通信業

49 株式会社ジェイ・サイエンス・ラボ 京都府京都市南区 http://www.j-sl.com/ 製造業

50 京都鰹節株式会社 京都府京都市 http://www.kyoto-katsuo.co.jp 製造業

51 株式会社松阪鉄工所 三重県津市 http://www.mcccorp.co.jp 製造業

52 株式会社イマック 滋賀県守山市 http://www.kkimac.jp 製造業

53 東レ・カーボンマジック株式会社 滋賀県米原市 http://www.carbonmagic.com 製造業

54 株式会社ｏｎｅＡ 大阪府大阪市鶴見区 http://www.one-a.co.jp/ 製造業

55 株式会社SKB 大阪府東大阪市 http://www.skb-net.co.jp 製造業

56 株式会社なんつね 大阪府藤井寺市 http://www.nantsune.co.jp/ 製造業

57 マツバラ金網株式会社 大阪府松原市 http://wire-mesh.co.jp 製造業

58 長谷川工業株式会社 大阪府大阪市西区 https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/ 製造業

59 金井重要工業株式会社 大阪府大阪市北区 http://www.kanaijuyo.co.jp/ 製造業

60 株式会社松浦機械製作所 福井県福井市 http://www.matsuura.co.jp/ 製造業

61 キョーセー株式会社 福井県越前市 http://www.kiosei.co.jp/ 製造業

62 新日本溶業株式会社 兵庫県神戸市中央区 http://www.snyg.co.jp/ 製造業

63 キクロン株式会社 和歌山県和歌山市 http//www.kikulon.com/ 製造業

64 デュプロ精工株式会社 和歌山県紀の川市 http://www.duplo-seiko.co.jp/ 製造業

65 こと京都株式会社 京都府京都市伏見区 http://www.kotokyoto.co.jp 農業・林業
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