
令和２・３・４年度　兵庫県物品関係入札参加資格者名簿 （令和４年４月１日現在）

商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
アーク 545-0034 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町１０－２ 百貨・日用品類 衣類
株式会社アーク 675-0031 兵庫県加古川市加古川市別府町別府６８２－６ 役務の提供 その他電算業務
アークシステム株式会社 616-8143 京都府京都市右京区太秦川所町７番地１０５ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
アークジャパン株式会社 652-0875 兵庫県神戸市兵庫区浜中町２丁目５－１９ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社アークテクノ 657-0845 兵庫県神戸市灘区岩屋中町ニ丁目１番１３　メゾンドエクラン３０７号 役務の提供 その他清掃
株式会社アーク電設 658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町４‐１６‐２２ 工事用材料類 電気工事材料
アークランドサカモト株式会社 955-8501 新潟県三条市上須頃４４５ 文具・事務用機器類 用紙
株式会社アースインフィニティ 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜２丁目２番２８号堂島アクシスビル２階 その他物品類 その他物品類
アース環境サービス株式会社 101-0035 東京都千代田区神田紺屋町１７ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社アーチスト社 672-8093 兵庫県姫路市飾磨区矢倉町１丁目１０１番地３ じゅう器類 幕・テント・看板
ＡＲＴＹ　ＫＯＢＥ株式会社 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通２丁目９番１５号 役務の提供 警備業務
株式会社アート 583-0863 大阪府羽曳野市蔵之内５８３‐１ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社アート・ファーマー 553-0003 大阪府大阪市福島区福島五丁目１３番１８号福島ビル２０８ 役務の提供 イベント等企画
株式会社アートアンドパート 150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目１０番１６号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
アート印刷株式会社 720-0077 広島県福山市南本庄一丁目１０番３８号 印刷類 活平版印刷
株式会社アートオート 669-5261 兵庫県朝来市和田山町枚田６５６‐１ 船舶・車両類 車両販売
アートコーポレーション株式会社 540-6016 大阪府大阪市中央区城見１‐２‐２７　クリスタルタワー１６階 役務の提供 その他運送
株式会社アート工芸 668-0851 兵庫県豊岡市今森５３４‐１ じゅう器類 幕・テント・看板
アートチャイルドケア株式会社 140-0002 東京都品川区東品川一丁目３番１０号 役務の提供 その他役務
アートビジョン 654-1113 兵庫県神戸市須磨区緑が丘２丁目８－１８ 役務の提供 その他役務
ａｔｍａ株式会社 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島１ー９ー２０ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社アートワン 670-0091 兵庫県姫路市北新在家２‐２０‐１１ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社アーバンクリエイト 666-0024 兵庫県川西市久代一丁目２３番１６号 理化学・計測機器類 計測機器
アーバンクリエイト株式会社 656-0153 兵庫県南あわじ市倭文庄田９４０ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社アーバントラフィックエンジニアリング 160-0004 東京都新宿区四谷一丁目２０番地 役務の提供 各種調査・研究
アーベス株式会社 671-1103 兵庫県姫路市広畑区西夢前台６－７７ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
（株）アーラリンク 171-0014 東京都豊島区池袋二丁目４７番３号　キウレイコンビル６階 リース・レンタル その他リース
株式会社アール＆キャリア 100-6815 東京都千代田区大手町一丁目３番１号　ＪＡビル１５Ｆ 役務の提供 人材派遣
株式会社ＲＳＫプロビジョン 700-0824 岡山県岡山市北区内山下１丁目１番５号 役務の提供 イベント等企画
株式会社アールエムサポート 462-0841 愛知県名古屋市北区黒川本通３丁目６４番地　スクエア黒川２階 役務の提供 その他役務
株式会社アール・シー 650-0036 兵庫県神戸市中央区播磨町４９番地 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社ＲＣＳコーポレーション 169-0072 東京都新宿区大久保２－３－９　ヴァリエ戸山１００１号室 役務の提供 人材派遣
アールシースタッフ株式会社 662-0855 兵庫県西宮市江上町１‐２ 役務の提供 人材派遣
アールスリー有限会社 675-0346 兵庫県加古川市志方町西中字竹ノ下２２７‐１ 役務の提供 資源回収
株式会社アークス 669-1353 兵庫県三田市東山１１４２‐１ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社アイ・エス・アール 650-0026 兵庫県神戸市中央区古湊通１ー２ー１５ＩＳＲビル 役務の提供 その他役務
株式会社アイ・エヌ・ジー・ドットコム 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町２丁目４番７号 役務の提供 その他電算業務
株式会社アイ・オー・プロセス 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町２丁目３番８号　ＫＤＸ南本町ビル１２階 役務の提供 その他電算業務
アイ・ジー・シー株式会社 670-0933 兵庫県姫路市平野町１５番地 燃料・動力類 高圧ガス
株式会社ｉｉ１０４ 563-0021 大阪府池田市畑１丁目５番２７号 役務の提供 その他役務
株式会社アイ・アイ・エム 113-0033 東京都文京区本郷二丁目２７番２０号 リース・レンタル リース（事務機器）
あいあいメンテナンス株式会社 577-0844 大阪府東大阪市太平寺１－６－１３ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社ＩＥＭ 210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町６番地１ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社アイ・エイチ・アール 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町４‐４‐１３ じゅう器類 家具
ＩＨＩ運搬機械株式会社 104-0044 東京都中央区明石町８－１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社ＩＨＩ回転機械エンジニアリング 135-0062 東京都江東区東雲１‐７‐１２ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社ＩＨＩ原動機 101-0021 東京都千代田区外神田二丁目１４番５号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ＩＨＩビジネスサポート 100-0006 東京都千代田区有楽町１丁目１２番１号 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社アイエス 619-0238 京都府相楽郡精華町精華台７丁目４番地３ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社アイ・エス・エス 108-0073 東京都港区三田三丁目１３番１２号 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
株式会社アイエス・スタッフ 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西二丁目２番１号　東梅田八千代ビル３階Ａ号室 役務の提供 人材派遣
株式会社アイエフ 671-2116 兵庫県姫路市夢前町寺１６０６‐１ 役務の提供 設備保守・管理
アイエム家具工房　池町木工所 664-0002 兵庫県伊丹市荻野１丁目１０８ダイヤモンドハイツ１０１号 じゅう器類 家具
株式会社アイ・オー・ワン 530-0003 大阪府大阪市北区堂島２‐１‐２　中村屋ビル５０３ 役務の提供 イベント等企画
あいおい観光バス有限会社 678-0002 兵庫県相生市汐見台６番地８ 役務の提供 旅客運送
相生礦油株式会社 678-0053 兵庫県相生市那波南本町２－３６ 燃料・動力類 石油
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 150-8488 東京都渋谷区恵比寿１丁目２８番１号 役務の提供 その他役務
アイクラフト株式会社 650-0034 兵庫県神戸市中央区京町８３番地 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社あい広告 652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通１丁目２番２５号　神戸市ものづくり工場Ａ棟１０６号室 じゅう器類 幕・テント・看板
アイコム株式会社 547-0004 大阪府大阪市平野区加美鞍作１‐６‐１９ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
ｉＣＯＭ技研株式会社 675-1367 兵庫県小野市敷地町８１１番地１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社アイサス 920-0016 石川県金沢市諸江町中丁１７１－１ 役務の提供 その他電算業務
アイシー印刷株式会社 663-8113 兵庫県西宮市甲子園口２丁目６番６号 印刷類 活平版印刷
株式会社相心 344-0065 埼玉県春日部市谷原一丁目１３番地１９ その他物品類 その他物品類
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商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
アイシンコンセルジュ株式会社 656-2301 兵庫県淡路市楠本２１９番地 役務の提供 設備保守・管理
社会医療法人愛仁会 555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町３丁目２番３９号 役務の提供 その他役務
株式会社アイセル 673-0016 兵庫県明石市松の内２丁目３‐９親和ビル９０２号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社愛善商会 540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央２‐８‐１６ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
愛知株式会社 461-0003 愛知県名古屋市東区筒井三丁目２７番２５号 じゅう器類 家具
愛知時計電機株式会社 456-8691 愛知県名古屋市熱田区干年１丁目２－７０ 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
株式会社アイティフォー 102-0082 東京都千代田区一番町２１番地 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
ＩＴｂｏｏｋ株式会社 105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目１番１号 役務の提供 その他役務
株式会社アイテック 653-0882 兵庫県神戸市長田区長田天神町５－７－５ 印刷類 活平版印刷
アイテック株式会社 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町２－１－３ 役務の提供 各種調査・研究
アイテック株式会社 530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 役務の提供 建物保守・管理
アイテック阪急阪神株式会社 553-0001 大阪府大阪市福島区海老江１丁目１番３１号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
アイデックスラボラトリーズ株式会社 168-0063 東京都杉並区和泉一丁目２２－１９朝日生命代田橋ビル２Ｆ 農林水産業用品類 農林水産業用薬品
株式会社アイド 658-0022 兵庫県神戸市東灘区深江南町３－８－２３ じゅう器類 幕・テント・看板
アイドゥ 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通５－５－３　城東ビル３Ｆ 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
株式会社アイナス 656-0003 兵庫県洲本市中川原町三木田７２９－４ じゅう器類 ガス・厨房機器
株式会社アイネス 224-8507 神奈川県横浜市都筑区牛久保３丁目９番２号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社アイネットサポート 170-0005 東京都豊島区南大塚３‐３０‐３ 役務の提供 その他役務
アイネット・システムズ株式会社 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場二丁目９番８号 役務の提供 その他役務
相野産業株式会社 678-0024 兵庫県相生市双葉二丁目１５番５３号 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社アイヴィジット 170-0013 東京都豊島区東池袋四丁目５番２号 役務の提供 その他役務
株式会社アイピー総研 530-0044 大阪府大阪市北区東天満１－６－６　オーセンビル８Ｆ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社アイフレンズ 554-0012 大阪府大阪市此花区西九条１－３３－１３ その他物品類 その他物品類
アイペック株式会社 652-0874 兵庫県神戸市兵庫区高松町２番２８号 燃料・動力類 高圧ガス
株式会社アイホー 442-8580 愛知県豊川市白鳥町防入６０ じゅう器類 ガス・厨房機器
株式会社　アイメンテ 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺２５７４ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社アイユース 650-0031 兵庫県神戸市中央区東町１１６の２ 役務の提供 その他役務
アイリスオーヤマ株式会社 980-8510 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１２番１号 一般機械器具設備類 家電製品
アイリスチトセ株式会社 980-0023 宮城県仙台市青葉区北目町１番１３号 じゅう器類 家具
愛林興業株式会社 672-8057 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒２９４－３ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
株式会社アイリン真空 452-0961 愛知県清須市春日東出８１番地 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社アイワ 676-0011 兵庫県高砂市荒井町小松原２‐１‐３４ 役務の提供 清掃業務（建物）
アインズ株式会社 520-2573 滋賀県蒲生郡竜王町鏡２２９１番地３ 印刷類 活平版印刷
株式会社阿江石油店 679-0211 兵庫県加東市上滝野字田中元７９８番地の３ 燃料・動力類 石油
葵スポーツ 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水７５－２ その他物品類 スポーツ用品
青垣観光バス株式会社 669-3811 兵庫県丹波市氷上町常楽９０８番地 役務の提供 旅客運送
青垣デベロップ株式会社 669-3811 兵庫県丹波市青垣町佐治２４９ 工事用材料類 砂利・砂・土
株式会社青木歯科商会 657-0837 兵庫県神戸市灘区原田通２－５－１３ 医療・薬品類 医療機器
株式会社碧木商店 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２８４８の２ 役務の提供 資源回収
アオキ装飾工芸 669-2303 兵庫県丹波篠山市瀬利１０９３ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
青木電気設備管理事務所 659-0031 兵庫県芦屋市新浜町６番９号 役務の提供 設備保守・管理
青木物産株式会社 650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通４－１－１２日新ビル８階 農林水産業用品類 植物
青野スポーツ施設株式会社 570-0074 大阪府守口市文園町５－１９ 役務の提供 その他役務
株式会社青山産業研究所 669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹３６６―１ 百貨・日用品類 その他記念品・日用品類
有限会社赤江サービス工場 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿９６１‐１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社赤尾 550-0013 大阪府大阪市西区新町４－１３－１ 一般機械器具設備類 消防機器
赤城工業株式会社 136-0073 東京都江東区北砂１ー１３ー４ 百貨・日用品類 衣類
赤沢産業株式会社 533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路１丁目１番３２号　新大阪アーズビル 医療・薬品類 工業用薬品
有限会社明石環境開発 674-0063 兵庫県明石市大久保町八木６０６番地の２ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社明石資材 674-0051 兵庫県明石市大久保町大窪３１５３番地８ 工事用材料類 砂利・砂・土
有限会社明石浚渫興業 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水２４００－９ 役務の提供 清掃業務（屋外）
明石染土株式会社 673-0869 兵庫県明石市朝霧南町一丁目１９３番５号 工事用材料類 砂利・砂・土
明石武道具 675-1309 兵庫県小野市福住町３７７番地 その他物品類 スポーツ用品
赤田工業有限会社 671-1143 兵庫県姫路市大津区天満３０９番地１２ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社アカツキ 599-8114 大阪府堺市東区日置荘西町３‐５‐２ 役務の提供 清掃業務（建物）
赤帽兵庫県軽自動車運送協同組合 651-2112 兵庫県神戸市西区大津和３丁目３番１０号 役務の提供 その他運送
アカマツ株式会社 790-8533 愛媛県松山市福音寺町２３５番地の１ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
赤松電気設備管理事務所 679-4152 兵庫県たつの市揖保町中臣９０７番地 役務の提供 設備保守・管理
英賀電気設備管理事務所 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永８７７番地３ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社アガヤ 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾６９６番地 一般機械器具設備類 工作機器
株式会社アキタ 675-2105 兵庫県加西市下宮木町５７８‐１ 役務の提供 産業廃棄物処理
安藝電気設備管理事務所 656-0026 兵庫県洲本市栄町３丁目３‐６５ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社秋元石油店 676-0021 兵庫県高砂市高砂町朝日町２－４－２５ 燃料・動力類 石油
秋山石油店 679-3424 兵庫県朝来市立野９８ 燃料・動力類 石油
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有限会社アクア 658-0045 兵庫県神戸市東灘区御影石町４－５－２６ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社アクア 669-6545 兵庫県美方郡香美町香住区森３６８‐１ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社アクア・トゥエンティーワン 671-2241 兵庫県姫路市刀出８０９ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社アクアウェスト 662-0822 兵庫県西宮市松籟荘７番３２号 医療・薬品類 その他医療・薬品類
株式会社アクアクリーン 672-8079 兵庫県姫路市姫路市飾磨区今在家１０４８番地１ 役務の提供 その他清掃
株式会社アクアテック 503-2305 岐阜県安八郡神戸町神戸１７４１－２ 役務の提供 その他清掃
株式会社アクアリサーチ 670-0955 兵庫県姫路市安田４丁目８９番地 役務の提供 各種調査・研究
株式会社アクセス 635-0816 奈良県北葛城郡広陵町大字中１３９－８、１４１－４ 役務の提供 各種調査・研究
アクセンチュア株式会社 107-8672 東京都港区赤坂一丁目８番１号 役務の提供 各種調査・研究
アクティオ株式会社 153-0043 東京都目黒区東山１－５－４ＫＤＸ中目黒ビル６階 役務の提供 人材派遣
株式会社アクティオ 103-0027 東京都中央区日本橋３丁目１２番２号 役務の提供 イベント等企画
アクティブＧエンジニアリング株式会社 658-0048 兵庫県神戸市東灘区御影郡家１－３５－６ 役務の提供 その他役務
株式会社アクト音響振動調査事務所 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島４‐６－２９ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社アクトライズ 662-0837 兵庫県西宮市広田町１２－１２ 医療・薬品類 医療用薬品
アクリーグ株式会社 323-0042 栃木県小山市大字外城８１番地９ 役務の提供 各種調査・研究
アグリコネクト株式会社 105-0004 東京都港区新橋二丁目二十番十五号 役務の提供 イベント等企画
株式会社アコースティガイド・ジャパン 107-0061 東京都港区北青山２－７－２５　神宮外苑ビル７階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社アコード 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀１－１０－１４ 役務の提供 各種調査・研究
赤穂化成株式会社 678-0193 兵庫県赤穂市坂越３２９ 工事用材料類 道路保安用品
アゴラ造園株式会社 179-0075 東京都練馬区高松六丁目２番１８号 役務の提供 清掃業務（屋外）
浅木電気設備管理事務所 547-0031 大阪府大阪市平野区平野南３－１１－４－１０２ 役務の提供 設備保守・管理
朝倉酸素株式会社 651-2124 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字柿田１０３６－１ 燃料・動力類 高圧ガス
公益社団法人朝来市シルバー人材センター 669-5132 兵庫県朝来市山東町溝黒４１１ 役務の提供 清掃業務（建物）
朝来森林組合 679-3423 兵庫県朝来市多々良木２１３－１１ 役務の提供 森林整備
浅田書店 668-0224 兵庫県豊岡市出石町本町１００ その他物品類 書籍
浅野アタカ株式会社 110-0014 東京都台東区北上野２丁目８番７号 役務の提供 その他役務
朝野ケアシステム株式会社 663-8106 兵庫県西宮市大屋町２１‐２５ 役務の提供 清掃業務（建物）
有限会社浅野書店 670-0906 兵庫県姫路市博労町１２３ その他物品類 書籍
朝日衛生材料株式会社 582-0009 大阪府柏原市大正２－９－６ 医療・薬品類 衛生材料
株式会社朝日オリコミ大阪 530-0005 大阪府大阪市北区中之島２‐３‐１８ 役務の提供 広告
朝日化工株式会社 462-0035 愛知県名古屋市北区大野町４－１６ その他物品類 その他物品類
朝日加工株式会社 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町一丁目８－１４ その他物品類 その他物品類
旭株式会社 537-0003 大阪府大阪市東成区神路４‐３‐１８ じゅう器類 ガス・厨房機器
朝日給食株式会社 599-8253 大阪府堺市中区深坂２丁９番１１号 役務の提供 その他役務
有限会社あさひ教販 536-0008 大阪府大阪市城東区関目五丁目５番１３号　寺崎ビル１０Ｆ 文具・事務用機器類 教材
旭建設株式会社 655-0013 兵庫県神戸市垂水区福田４－３－１５ その他物品類 その他物品類
株式会社旭工業所 678-0091 兵庫県相生市矢野町菅谷２１４番地の１ 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
朝日航空株式会社 581-0043 大阪府八尾市空港２丁目１２番地 印刷類 地図
朝日航洋株式会社 136-0082 東京都江東区新木場４丁目７－４１ 役務の提供 その他電算業務
旭コンクリート工業株式会社 104-0045 東京都中央区築地一丁目８番２号 工事用材料類 砂利・砂・土
株式会社旭産業 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市３１８－１ 農林水産業用品類 その他農林水産業用品類
株式会社アサヒ商会 670-0822 兵庫県姫路市市川台１丁目１０４番地 じゅう器類 ガス・厨房機器
株式会社朝日新聞社 530-8211 大阪府大阪市北区中之島二丁目３番１８号 役務の提供 広告
アサヒスポーツ店 660-0054 兵庫県尼崎市西立花町２－１－５ その他物品類 スポーツ用品
株式会社旭製作所 864-0025 熊本県荒尾市高浜１９７８ 理化学・計測機器類 理化学機器
朝日石油株式会社 663-8247 兵庫県西宮市津門稲荷町３‐５ 燃料・動力類 石油
旭設備株式会社 677-0053 兵庫県西脇市和布町１９０‐２９ 役務の提供 建物保守・管理
有限会社旭造園 673-0011 兵庫県明石市西明石町５‐１５‐６ 役務の提供 清掃業務（屋外）
朝比奈興産株式会社 674-0092 兵庫県明石市二見町東二見１４５７－４ じゅう器類 ガス・厨房機器
旭ハウス工業株式会社 450-0002 愛知県中村区名駅五丁目５番２２号 リース・レンタル その他リース
株式会社アサヒファシリティズ 136-0076 東京都江東区南砂２丁目５番１４号 役務の提供 建物保守・管理
アサヒ物産株式会社 675-0045 兵庫県加古川市西神吉町岸１３４ー３ 百貨・日用品類 百貨
アサヒプリテック株式会社 658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１ 役務の提供 産業廃棄物処理
アサヒプリンティング株式会社 544-0034 大阪府大阪市生野区桃谷１丁目３番２３号 印刷類 特殊印刷
株式会社旭プリント 663-8247 兵庫県西宮市津門稲荷町４番１１号 印刷類 活平版印刷
旭防災設備株式会社 158-0095 東京都世田谷区瀬田１－２２－１９ 役務の提供 建物保守・管理
有限会社旭モータース 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂４４５―１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
旭理研工業社 534-0022 大阪府大阪市都島区都島中通３－１３－２６ 理化学・計測機器類 理化学機器
アサミ情報システム株式会社 542-0012 大阪府大阪市中央区谷町７丁目５番１号 役務の提供 その他電算業務
アシストライン株式会社 578-0904 大阪府東大阪市吉原２－６－１１ 役務の提供 その他運送
株式会社明日葉 108-0014 東京都芝四丁目１３－３ 役務の提供 その他役務
株式会社アシダコーポレーション 669-3801 兵庫県丹波市青垣町東芦田４９４番地 じゅう器類 幕・テント・看板
芦田電気設備管理事務所 669-3803 兵庫県丹波市青垣町西芦田９４４ 役務の提供 設備保守・管理
蘆田電気設備管理事務所 669-1323 兵庫県三田市あかしあ台３‐３‐９ 役務の提供 設備保守・管理
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アシックス商事株式会社 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台３丁目５番２号 百貨・日用品類 ゴム・革製品
有限会社芦屋ＤＥＳＩＧＮ・企画 662-0922 兵庫県西宮市東町二丁目９番８－４０９号 印刷類 活平版印刷
アジア航測株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 印刷類 地図
株式会社味萬 653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町６‐１‐１‐１１６ その他物品類 嗜好品
株式会社あじょ 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町３丁目２番１４号イワタニ第二ビル３階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社アスエール 678-0221 兵庫県赤穂市新田４１－５ 百貨・日用品類 その他記念品・日用品類
株式会社明日香 110-0002 東京都文京区小石川五丁目２番２号 役務の提供 人材派遣
株式会社あすか 555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島１丁目２１番１１号　３Ｆ 役務の提供 人材派遣
有限会社アスカ 669-5378 兵庫県豊岡市日高町万場１０－１ 工事用材料類 電気工事材料
株式会社アスカ 654-0039 兵庫県神戸市須磨区鷹取町２丁目１番１２号 役務の提供 警備業務
株式会社あすか園芸舎 651-2401 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡９１４‐２ 役務の提供 その他役務
株式会社アスク 669-5244 兵庫県朝来市和田山町宮内８６‐１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
アスク三共美芸有限会社 656-0025 兵庫県洲本市本町四丁目５番１４号 じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社アスコ 441-8021 愛知県豊橋市白河町１００番地 医療・薬品類 医療用薬品
株式会社アステック 671-2244 兵庫県姫路市実法寺１０５ 農林水産業用品類 その他農林水産業用品類
株式会社アステッド 599-8242 大阪府堺市中区陶器北１０７１番地２ 医療・薬品類 医療機器
株式会社アステム 560-0044 大阪府大阪市北区東天満２－７－１２　スターポート 役務の提供 イベント等企画
株式会社アスデザイン計画 615-8191 京都府京都市西京区川島有栖川町９６番地３　西京桂ビル３Ｆ じゅう器類 家具
株式会社アスノ 672-8043 兵庫県姫路市飾磨区上野田２‐１０ 工事用材料類 道路保安用品
アスフィール株式会社 400-0867 山梨県甲府市青沼３－１７－１５ 印刷類 その他印刷類
有限責任あずさ監査法人 162-8551 東京都新宿区津久戸町１番２号 役務の提供 その他役務
アズスタッフ 160-0023 東京都新宿区西新宿１－２０－３西新宿高木ビル３階 役務の提供 人材派遣
株式会社アズバイオ 530-0043 大阪府大阪市北区天満３－５－８ 理化学・計測機器類 理化学機器
アズビル株式会社 100-6419 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 役務の提供 建物保守・管理
株式会社アズマ 520-0353 滋賀県大津市伊香立向在地町２４番地 工事用材料類 その他工事用材料類
株式会社アズマスポーツ 656-0322 兵庫県南あわじ市１－１０ その他物品類 スポーツ用品
東電気設備管理事務所 671-0252 兵庫県姫路市花田町加納原田４－９ 役務の提供 設備保守・管理
アセス株式会社 709-4606 岡山県津山市中北上１７３１番地の２ 役務の提供 その他役務
株式会社アセンサ 530-0003 大阪府大阪市北区堂島２丁目１番２７号 役務の提供 人材派遣
アソート株式会社 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－２－２大阪駅前第２ビル４階 役務の提供 その他役務
株式会社麻生 820-0018 福岡県飯塚市芳雄町７－１８ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－８－４１ 役務の提供 人材派遣
株式会社アタイム 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町３‐４‐１９ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社アダチ 540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町３‐２‐１０ 医療・薬品類 医療機器
足立建機株式会社 620-0066 京都府福知山市字荒河小字声田和１２番地の４３ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社アダムクリーン 542-0012 大阪府大阪市中央区谷町７－１－３９　新谷町第２ビル 役務の提供 清掃業務（建物）
アットリフォーム株式会社 660-0076 兵庫県尼崎市大島１－１１－２６ 工事用材料類 建具
株式会社アップケイズ 577-0036 大阪府東大阪市御厨栄町二丁目１２番２１号 役務の提供 その他役務
有限会社アップフィールド 651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通４丁目１番２３号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社あっぷる 650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通７丁目１番４号 医療・薬品類 医療機器
株式会社あづま商事 666-0023 兵庫県川西市東久代２－２０－１５ 文具・事務用機器類 用紙
アヅミエンジニア 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江３－１０－４ 役務の提供 設備保守・管理
アテンサプライ株式会社 612-8456 京都府京都市伏見区中島中道町１３３番地 印刷類 フォーム印刷
アディック兵庫 656-2131 兵庫県淡路市志筑１４１１‐４ じゅう器類 幕・テント・看板
アデコ株式会社 100-0013 東京都千代田区霞が関３丁目７番１号 役務の提供 人材派遣
株式会社アトックス 108-0014 東京都港区芝４‐１１‐３ 役務の提供 その他役務
有限会社アトム 669-5203 兵庫県朝来市和田山町寺谷３３９－１ その他物品類 スポーツ用品
アトラス情報サービス株式会社 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号 役務の提供 その他電算業務
株式会社アトラスメディカル 672-8051 兵庫県姫路市飾磨区清水３－６４ 役務の提供 その他役務
株式会社アド近鉄 543-0071 大阪府大阪市天王寺区生玉町３‐１０ 役務の提供 広告
アドトップ株式会社 542-0064 大阪府大阪市中央区上汐一丁目四番八号 その他物品類 その他物品類
有限会社アドネットドリーム 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通２ー３ー２　三共神戸ツインビル６Ｆ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
アドバンス建物管理株式会社 669-3143 兵庫県丹波市山南町井原３９８番地 役務の提供 清掃業務（建物）
アドバンテック東洋株式会社 100-0011 東京都千代田区内幸町２－２－３　日比谷国際ビル５階 理化学・計測機器類 計測機器
株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン 390-1701 長野県松本市梓川倭３８２０番地１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社アドプランツコーポレーション 604-0802 京都府京都市中京区堺町通竹屋町上る橘町９２番地シンフォニー御所堺町 役務の提供 各種調査・研究
株式会社アドレス 921-8147 石川県金沢市大額１丁目３４２番地３号 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
ＡＮＥＯＳ株式会社 152-0001 東京都目黒区中央町１－５－１２ 理化学・計測機器類 環境機器
株式会社アバンセユニ 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町３－３－１０ 百貨・日用品類 衣類
アビームコンサルティング株式会社 100-0005 東京都東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
アビリティーズ・ケアネット株式会社 151-0053 東京都渋谷区代々木４丁目３０番３号新宿ミッドウエストビル 医療・薬品類 医療機器
株式会社アピックス 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町１‐２‐２ 印刷類 地図
アプライド株式会社 812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵３丁目３－１ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社アプロジャパン 531-0077 大阪府大阪市北区大淀北１丁目１番１７号 その他物品類 その他物品類
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阿部商事株式会社 564-0063 大阪府吹田市江坂町一丁目１２番１０号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
アペックス株式会社 652-0803 兵庫県神戸市兵庫区大開通十丁目２番１８号 役務の提供 害虫駆除
株式会社アペックス西日本 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 その他物品類 その他物品類
網干産業株式会社 671-1133 兵庫県姫路市大津区吉美６６１番地 医療・薬品類 工業用薬品
株式会社アボック社 247-0056 神奈川県鎌倉市大船２‐１４‐１３ その他物品類 その他物品類
尼崎印刷株式会社 661-0975 兵庫県尼崎市下坂部３‐９‐２０ 印刷類 軽印刷
株式会社尼崎クリーンセンター 661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘９－４－１０ 役務の提供 その他清掃
公益財団法人尼崎健康医療財団 661-0012 兵庫県尼崎市尼崎市南塚口町４丁目４番８号 医療・薬品類 その他医療・薬品類
公益社団法人尼崎市シルバー人材センター 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町５‐１９‐５ 役務の提供 清掃業務（屋外）
尼崎商業事業株式会社 660-0843 兵庫県尼崎市東海岸町１番地の５２ 役務の提供 資源回収
株式会社尼崎浄水工業所 661-0026 兵庫県尼崎市水堂町２‐３０‐２ 役務の提供 清掃業務（屋外）
尼崎電機株式会社 660-0843 兵庫県尼崎市東海岸町１‐４６ 工事用材料類 電気工事材料
尼崎都市美化推進企業組合 660-0807 兵庫県尼崎市長洲西通２‐８‐３０ 役務の提供 清掃業務（屋外）
尼崎ビジネスフォーム印刷株式会社 661-0013 兵庫県尼崎市浜田町二丁目６９番地４０２ 印刷類 フォーム印刷
公益財団法人尼崎緑化公園協会 661-0979 兵庫県尼崎市上坂部２‐１‐９ 役務の提供 その他役務
株式会社アマックス 660-0063 兵庫県尼崎市大庄北３－１４－１２ 役務の提供 清掃業務（建物）
アマノ株式会社 222-8558 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
一般社団法人天野山文化遺産研究所 586-0086 大阪府河内長野市天野町９９７番地 役務の提供 その他役務
天野商店 670-0906 兵庫県姫路市博労町３７番地 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
アマノマネジメントサービス株式会社 222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名７丁目３番２２号 役務の提供 その他役務
株式会社アミテン 362-0064 埼玉県上尾市大字小敷谷７７番地１西上尾第二団地２－３０－４０２ 文具・事務用機器類 教材
アムス・セキュリティサービス株式会社 620-0851 京都府福知山市長田大野下２０９５番地２７ 役務の提供 警備業務
アムス・セキュリティサービス株式会社 555-0024 大阪府大阪市西淀川区野里一丁目１番７号 役務の提供 警備業務
株式会社アメニティ 101-0062 東京都東京都千代田区神田駿河台２－１０－４ 役務の提供 その他役務
株式会社アライ 653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町２丁目３‐３ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社新井商会 671-1132 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町４丁目３３番地の１ 役務の提供 資源回収
アライドテレシス株式会社 141-0031 東京都品川区西五反田７－２１－１１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社顕木 652-0046 兵庫県神戸市兵庫区上沢通３丁目３番６号 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社荒木印刷 679-2315 兵庫県神崎郡市川町西川辺５４８‐２ 印刷類 活平版印刷
株式会社荒木商店 673-0044 兵庫県明石市藤江字三ツ池２０２８番地１２ 百貨・日用品類 その他記念品・日用品類
株式会社荒木製作所 577-0062 大阪府東大阪市森河内東１丁目２１番１９号 工事用材料類 鋼材
株式会社アラタ・アートセンター 135-0064 東京都江東区青海三丁目４番１９号青海流通センター１号棟 役務の提供 その他運送
株式会社ありがとうサービス 675-0037 兵庫県加古川市野口町二屋１１５‐１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
有田産業株式会社 553-0002 大阪府大阪市福島区鷺洲３‐１‐３８ 燃料・動力類 石油
有馬運輸株式会社 669-1527 兵庫県三田市中町２番１０号 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社アリマック 540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央２－８－２ 役務の提供 その他役務
株式会社有馬リネンサプライ 651-1516 兵庫県神戸市北区赤松台１‐２‐５ リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
有元温調株式会社 655-0044 兵庫県神戸市垂水区舞子坂１－１０－３６ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社有本歯科商店 670-0054 兵庫県姫路市南今宿七番八号 医療・薬品類 医療機器
株式会社アルカディア 562-0001 大阪府箕面市箕面六丁目３番１号 役務の提供 その他電算業務
株式会社アルゴセキュリティー 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀３‐３‐１ 役務の提供 警備業務
株式会社アルスノヴァ 530-0054 大阪府大阪市北区南森町１－４－１９ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 143-0023 東京都大田区山王一丁目３番５号 役務の提供 その他役務
ＡＬＳＯＫ兵庫株式会社 651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通３－１－１４ 役務の提供 警備業務
ＡＬＳＯＫファシリティーズ株式会社 102-0081 東京都千代田区四番町４番２　ＢＡＮビル３Ｆ 役務の提供 建物保守・管理
株式会社　アルタ 503-0801 岐阜県大垣市和合新町１丁目３４番地２ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
株式会社アルティアセントラル 460-0008 愛知県名古屋市中区栄１－２９－２９ 役務の提供 その他役務
株式会社アルト 673-0884 兵庫県明石市鍛治屋町３－１４ じゅう器類 家具
アルバック・ファイ株式会社 253-8522 神奈川県茅ヶ崎市萩園２５００番地 理化学・計測機器類 理化学機器
アルバック販売株式会社 108-0075 東京都港区港南２－３－１３ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社アルファ 675-0314 兵庫県加古川市志方町上冨木５１２‐６ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社アルファ 702-8002 岡山県岡山市中区桑野７０９‐６ 印刷類 その他印刷類
株式会社アルファーアビエィション 108-0073 東京都港区三田三丁目５番２１号 役務の提供 その他役務
株式会社アルファテクノ 651-1231 兵庫県神戸市北区青葉台３５番２号 じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社アルファポイント 460-0011 愛知県名古屋市中区大須三丁目３０番４０号 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社アルファミクス 650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町１０４番 役務の提供 その他電算業務
株式会社アルファメディア 211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町３－２６４－３ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
アルフレッサ株式会社 101-8512 東京都千代田区神田美土代町７番地　神田住友不動産ビル１３・１４階 医療・薬品類 医療用薬品
アルフレッサメディカルサービス株式会社 102-0074 東京都千代田区九段南二丁目３番１４号靖国九段南ビル９Ｆ 役務の提供 その他役務
株式会社アルボース 541-0051 大阪府大阪市中央区備後町２丁目４番９号 医療・薬品類 その他医療・薬品類
株式会社アルメックス 141-0021 東京都品川区上大崎３丁目１番１号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
アレイ株式会社 151-0053 東京都渋谷区代々木３－４２－１０ 医療・薬品類 医療機器
株式会社アローズ 567-0024 大阪府茨木市三咲町１番２２号 医療・薬品類 医療機器
有限会社淡路 656-0478 兵庫県南あわじ市市福永３６２‐７ 百貨・日用品類 その他記念品・日用品類
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淡路印刷株式会社 656-0121 兵庫県南あわじ市山添１６８‐５ 印刷類 活平版印刷
有限会社淡路環境 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家２１９３－１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
淡路砿油株式会社 656-2401 兵庫県淡路市岩屋１４１４‐１ 燃料・動力類 石油
公益社団法人淡路市シルバー人材センター 656-2131 兵庫県淡路市志筑１６００番地１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社アワジシステム 656-0054 兵庫県洲本市宇原５７４－１５ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
あわじ島農業協同組合 656-0462 兵庫県南あわじ市市青木１８‐１ 燃料・動力類 石油
淡路森林組合 656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田１０６４番地 役務の提供 森林整備
有限会社アワジスポーツ 656-2132 兵庫県淡路市志筑新島１０‐４５ その他物品類 スポーツ用品
アワジスポーツ 656-0455 兵庫県南あわじ市神代国衛１２０７－１ その他物品類 スポーツ用品
淡路清掃株式会社 656-0121 兵庫県南あわじ市山添６０６‐１ 役務の提供 資源回収
淡路Ｔ・Ｐ整備株式会社 656-0013 兵庫県洲本市下加茂２丁目１番９号 船舶・車両類 車両販売
淡路テレホン株式会社 656-0101 兵庫県洲本市納１７番地 一般機械器具設備類 通信・音響機器
淡路土建株式会社 656-0014 兵庫県洲本市桑間７０６番地 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
淡路日の出農業協同組合 656-2131 兵庫県淡路市志筑３１１２－１４ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
淡路米穀株式会社 656-1322 兵庫県洲本市五色町鮎原上８３２－１ その他物品類 その他物品類
淡路マルヰ株式会社 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺２６２－１ 燃料・動力類 LPガス
株式会社アワジメンテナンス 656-2131 兵庫県淡路市志筑３０４２番地 役務の提供 清掃業務（建物）
淡路ルートサービス株式会社 656-2401 兵庫県淡路市岩屋２５６８ 役務の提供 その他役務
安西工業株式会社 651-2411 兵庫県神戸市西区上新地３－３－１ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社安城電機 446-0062 愛知県安城市明治本町９番７号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
安全興業株式会社 672-8079 兵庫県姫路市飾磨区今在家７丁目４５ 工事用材料類 道路保安用品
安全産業株式会社 664-0855 兵庫県伊丹市御願塚４－１０－１８ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社安全施設工業 670-0081 兵庫県姫路市田寺東３－４－１３ 工事用材料類 道路保安用品
安全テック　株式会社 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１４４‐１ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社アントンパール・ジャパン 131-0034 東京都墨田区堤通１－１９－９ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社アンド企画 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島５ー１２ー１５ その他物品類 その他物品類
安南株式会社 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋３－４－７ 役務の提供 その他役務
株式会社アンフ・スタイル 541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町４－２－１４ 役務の提供 人材派遣
Ｕｎ　Ｂｏｉｓ株式会社 669-5377 兵庫県豊岡市日高町山田４１０ その他物品類 スポーツ用品
安立防災株式会社 670-0835 兵庫県姫路市幸町３１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社イー・ウォーター 656-0473 兵庫県南あわじ市市小井１３７番地 役務の提供 その他役務
株式会社Ｅ．Ｉ．エンジニアリング 651-0095 兵庫県神戸市中央区旭通２丁目１０－１８ その他物品類 その他物品類
株式会社ＥＥ２１ 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町５－１５ 役務の提供 その他役務
株式会社ＥＣＣ 530-0044 大阪府大阪市北区東天満一丁目１０番２０号 役務の提供 その他役務
株式会社イージーエス 792-0003 愛媛県新居浜市新田町３－１－３９ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社Ｅ―ＴＥＣ 654-0103 兵庫県神戸市須磨区白川台５－５７－６ 役務の提供 その他役務
株式会社Ｅ・テック 650-0045 兵庫県神戸市中央区港島九丁目１番地 その他物品類 その他物品類
イートランド株式会社 321-0968 栃木県宇都宮市中今泉１－２２－１２ 役務の提供 その他役務
株式会社Ｅ・Ｂ・Ｓ 671-2103 兵庫県姫路市夢前町前之庄４７９ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社ＥＢＰＭ研究所 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１丁目３番１号　大阪駅前第一ビル６Ｆ１－１０１ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社イーリス 678-0241 兵庫県赤穂市加里屋２６番地４ 役務の提供 警備業務
ＥＹ新日本有限責任監査法人 100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 役務の提供 その他役務
ＥＹストラテジーアンドコンサルティング株式会社 100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号　東京ミッドタウン日比谷　日比谷 役務の提供 その他役務
株式会社飯尾 661-0966 兵庫県尼崎市西川１丁目１番１８号 役務の提供 産業廃棄物処理
イイダセツビ株式会社 675-2366 兵庫県加西市西谷町５１２番地 役務の提供 設備保守・管理
株式会社飯塚電機 670-0836 兵庫県姫路市神屋町４‐９２ 一般機械器具設備類 家電製品
有限会社飯野電器 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿８７３番地の１ 一般機械器具設備類 家電製品
イヴェル株式会社 564-0052 大阪府吹田市広芝町８ー１２第３マイダビル３１０号室 役務の提供 その他役務
井内義商店 671-2224 兵庫県姫路市青山西３‐１１‐１２ じゅう器類 ガス・厨房機器
家島建設株式会社 672-8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅２‐５９ 工事用材料類 石材
イオンディライト株式会社 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目３番２号 役務の提供 建物保守・管理
イオンリテール株式会社 261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ その他物品類 その他物品類
イカリ消毒株式会社 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２７－１１ 役務の提供 その他役務
イカワスポーツＫＯＢＥ 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目１４番地ポートピアプラザＤ棟３０２号井川方 その他物品類 スポーツ用品
株式会社イガキ 671-2544 兵庫県宍粟市山崎町千本屋２９０‐１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社いきいきライフ阪急阪神 530-0012 大阪府大阪市北区芝田一丁目１６番１号 役務の提供 イベント等企画
有限会社イク工業 773-0007 徳島県小松島市金磯町１番７５号 その他物品類 スポーツ用品
株式会社いくせい 653-0014 兵庫県神戸市長田区御蔵通４－２０５－２ 役務の提供 清掃業務（建物）
生野町森林組合 679-3301 兵庫県朝来市生野町口銀谷２２７‐２ 役務の提供 森林整備
イグニション・ポイント株式会社 150-0011 東京都渋谷区東１丁目３２番１２号渋谷プロパティータワー８階 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社生垣電興社 656-0455 兵庫県南あわじ市神代国衛６７４ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
池上通信機株式会社 146-8567 東京都大田区池上５―６―１６ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社　池田 675-0041 兵庫県高砂市高砂町今津町５００番地 役務の提供 資源回収
池田建設株式会社 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松４７９‐１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
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株式会社池田農材 656-2141 兵庫県淡路市塩尾３２３ 農林水産業用品類 肥料
株式会社池田理化 101-0044 東京都千代田区鍛冶町１‐８‐６ 理化学・計測機器類 理化学機器
イケダ冷暖電気設備株式会社 662-0037 兵庫県西宮市結善町５－２３ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社一四一 671-2221 兵庫県姫路市青山北１‐２‐１７ 役務の提供 設備保守・管理
石井建材株式会社 667-1311 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡２９５２ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
石井造園土木株式会社 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通６‐１‐１５ 農林水産業用品類 植物
石井造園緑化株式会社 669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹７０９ 農林水産業用品類 植物
株式会社イシイフィールドサービス 675-1378 兵庫県小野市王子町４０３番地の２ その他物品類 その他物品類
イシイ防災株式会社 679-2101 兵庫県姫路市船津町５２７２‐１３５ 役務の提供 建物保守・管理
イシイメディカルサービス株式会社 651-2129 兵庫県神戸市西区白水１丁目８番８号 役務の提供 産業廃棄物処理
石川特殊特急製本株式会社 540-0014 大阪府龍造寺町７番３号 印刷類 軽印刷
石垣メンテナンス株式会社 100-0005 東京都千代田区丸の内１‐６‐５ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
石工のいわた 654-0113 兵庫県神戸市須磨区緑が丘２丁目２９－１３ その他物品類 その他物品類
石黒メディカルシステム株式会社 612-8412 京都府京都市伏見区竹田中川原町３８１番地 医療・薬品類 医療機器
石田電気設備管理事務所 679-5153 兵庫県たつの市新宮町時重４５番地１ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社石田土建 675-0002 兵庫県加古川市山手一丁目５番１６号 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社石坪 620-0055 京都府福知山市篠尾新町２丁目８８ 医療・薬品類 医療機器
石原アメニテック株式会社 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通７丁目１番１号 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社石原園芸センター 676-0011 兵庫県高砂市荒井町小松原３‐１２‐１１ 役務の提供 その他役務
石原ケミカル株式会社 652-0806 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町５‐２６ 医療・薬品類 工業用薬品
石原電器株式会社 672-0102 兵庫県姫路市家島町宮１６３５－３９ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社石丸浄水センター 620-1442 京都府福知山市三和町千束６３９番地 役務の提供 その他清掃
株式会社いすい装芸 671-0101 兵庫県姫路市大塩町８５３‐６ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
いすゞ自動車近畿株式会社 570-8588 大阪府守口市八雲東町１－２１－１０ 船舶・車両類 車両販売
いすゞリーシングサービス株式会社 140-0013 東京都品川区南大井六丁目２２番７号 リース・レンタル その他リース
株式会社イズイ建設 675-1304 兵庫県小野市中谷町１３３３ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社出石モータース 668-0238 兵庫県豊岡市出石町弘原３４５‐１ 船舶・車両類 車両販売
株式会社泉平 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１－４７ その他物品類 その他物品類
泉株式会社 530-0005 大阪府大阪市北区中之島三丁目３番３号 その他物品類 その他物品類
泉建設株式会社 668-0061 兵庫県豊岡市上佐野６８－１ 役務の提供 森林整備
泉興業株式会社 660-0051 兵庫県尼崎市東七松町１丁目１５番２０号 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社イズミ車体製作所 869-1222 熊本県菊池郡大津町大字岩坂３２５８－４ 船舶・車両類 車両販売
出水自動車株式会社 673-1442 兵庫県加東市出水４７６－１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
和泉電気管理事務所 679-4315 兵庫県たつの市新宮町井野原２１２‐９ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ヰセキ関西中部 444-1221 愛知県安城市和泉町大北６１ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
株式会社イセトー 604-0845 京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 印刷類 フォーム印刷
板倉通信株式会社 660-0051 兵庫県尼崎市東七松町１－１－１０ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社板文 670-0921 兵庫県姫路市６７ じゅう器類 家具
株式会社イタヘル 664-0013 兵庫県伊丹市瑞穂町６－５３ 役務の提供 その他清掃
伊丹産業株式会社 664-8510 兵庫県伊丹市中央五丁目５番１０号 燃料・動力類 LPガス
伊丹産業電設株式会社 664-0836 兵庫県伊丹市北本町２－２５５ 一般機械器具設備類 電気設備
企業組合伊丹市雇用福祉事業団 664-0023 兵庫県伊丹市中野西１‐１４１番地 役務の提供 清掃業務（屋外）
公益社団法人伊丹市シルバー人材センター 664-0015 兵庫県伊丹市昆陽池２丁目１３番地 役務の提供 その他役務
有限会社市位尚文堂 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町３２番地の１ じゅう器類 家具
市位電気設備管理事務所 677-0101 兵庫県多可郡多可町八千代区大屋７９０ 役務の提供 設備保守・管理
市川甚商事株式会社 600-8078 京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２８７番地 その他物品類 その他物品類
有限会社市川農機具店 670-0935 兵庫県姫路市北条口５－８３ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
株式会社一高 671-2224 兵庫県姫路市青山西２－２０－１－１０５コーポ青山 役務の提供 その他清掃
市野商店 669-1533 兵庫県三田市三田町２８‐２９ 燃料・動力類 LPガス
一宮オイル有限会社 656-1521 兵庫県淡路市多賀１２５７‐３ 燃料・動力類 石油
一冨士フードサービス株式会社 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３‐３‐２０ 役務の提供 その他役務
株式会社イチロウ産業 670-0091 兵庫県姫路市北新在家２‐２０‐１１ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社一成 675-1217 兵庫県加古川市上荘町薬栗２７番地の１ 役務の提供 各種調査・研究
一般社団法人日本鳥獣捕獲協会 664-0842 兵庫県伊丹市森本三丁目５５番地 役務の提供 その他役務
いであ株式会社 154-8585 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社イデア 667-0043 兵庫県養父市八鹿町高柳４７１番地 印刷類 その他印刷類
イデアＳ．Ｃ株式会社 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－１－３大阪駅前第三ビル１２Ｆ 役務の提供 警備業務
株式会社イディー 650-0024 兵庫県神戸市中央区江戸町８５－１　ベイ・ウイング神戸ビル１０階 印刷類 活平版印刷
株式会社Ｉｄｉｏｍ 650-8585 兵庫県神戸市中央区港島中町６－８－１ その他物品類 その他物品類
株式会社井手口 104-0042 東京都中央区入船３丁目１０番９号　新富町ビル７階 その他物品類 その他物品類
イトーオフィスサービス株式会社 671-2574 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬１１７－１２ じゅう器類 家具
株式会社イトーキ 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町一丁目６番１１号 じゅう器類 家具
株式会社イトーヨーギョー 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通５丁目１番３号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社伊藤伊大阪 579-8013 大阪府東大阪市西石切町１丁目１１番３０号１Ｃ じゅう器類 家具
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伊藤印刷株式会社 514-0027 三重県津市大門３２番１３号 その他物品類 書籍
伊藤喜商事株式会社 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通３－１３－２ じゅう器類 家具
伊藤喜ベストメイツ株式会社 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町２－４－１２平二ビル６Ｆ 役務の提供 その他役務
伊藤鋼業株式会社 660-0844 兵庫県尼崎市東浜町１－６ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社井藤商事 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島８５ 燃料・動力類 石油
伊藤造園土木 675-2234 兵庫県加西市大村町８９ 農林水産業用品類 肥料
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町１－４ 役務の提供 建物保守・管理
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 100-6080 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
有限会社イトウ屋 658-0027 兵庫県神戸市東灘区青木５‐８‐２０ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社イトダネーム 870-0017 大分県大分市弁天１丁目４番３３号 百貨・日用品類 記章・バッジ
イトデン株式会社 670-0996 兵庫県姫路市土山２‐１３‐４ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社イトデンエンジニアリング 670-0981 兵庫県姫路市西庄甲１５５－１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社井戸書店 654-0021 兵庫県神戸市須磨区平田町２－３－９ その他物品類 書籍
井戸電気設備管理事務所 666-0031 兵庫県川西市霞ヶ丘２－７－７ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社いなかの窓 669-2334 兵庫県丹波篠山市西新町１７９リトル丹波ビル西棟１０３号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社イナガキ事務機 677-0054 兵庫県西脇市野村町１２５２ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
猪名川技建工業株式会社 664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木３丁目１番３１－１号 役務の提供 建物保守・管理
猪名川町森林組合 666-0292 兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑１１－１ 役務の提供 森林整備
有限会社稲田農具製作所 679-5331 兵庫県佐用郡佐用町平福５８３番地 農林水産業用品類 農林水産業用機器
株式会社イナハラ 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通４－１－２６ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
稲葉グリーン 660-0064 兵庫県尼崎市稲葉荘４‐８‐５ 役務の提供 森林整備
有限会社イナバサイン 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺字宮下通り６０２番地 じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社いぬい楽器 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１‐８カピル専門店５０１号 その他物品類 楽器
有限会社乾設備工業 669-1526 兵庫県三田市相生町１８番３４号 役務の提供 その他役務
株式会社イノウエ 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町９‐１‐２０ 役務の提供 産業廃棄物処理
井上株式会社 620-0055 京都府福知山市篠尾新町３‐３ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
井上建設有限会社 672-0101 兵庫県姫路市家島町真浦２１２３ 工事用材料類 石材
株式会社井上工業 654-0043 兵庫県神戸市須磨区外浜町２丁目１番７号 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社井上書林 670-0868 兵庫県姫路市大野町５３－３ その他物品類 書籍
井上自動車工業株式会社 679-4326 兵庫県たつの市新宮町船渡１０７‐５ 船舶・車両類 車両部品及び修理
井上自動車整備株式会社 669-6831 兵庫県美方郡新温泉町竹田３４番地の２ 船舶・車両類 車両部品及び修理
イノウエ道路管理株式会社 650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通４丁目１－１１　エタニティ栄町ビル３０３ 役務の提供 清掃業務（屋外）
井上モータース有限会社 678-1231 兵庫県赤穂郡上郡町上郡１０５ 船舶・車両類 車両部品及び修理
ｉｎｏ．ｉｎｃ 659-0012 兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町１４－８－７０７ 役務の提供 イベント等企画
株式会社伊原鑑定綜合事務所 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺２５０‐９ 役務の提供 その他役務
株式会社井原商店 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町４‐４‐１３ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社イビソク 503-0854 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 役務の提供 各種調査・研究
イフスコヘルスケア株式会社 553-0003 大阪府大阪市福島区福島７－１５－２６ 役務の提供 その他役務
株式会社イボキン 671-1621 兵庫県たつの市揖保川町正條３７９ 役務の提供 資源回収
株式会社今栄花樹園 671-2224 兵庫県姫路市青山西２－１８－１ 農林水産業用品類 植物
株式会社イマジョー 544-0004 大阪府大阪市生野区巽北４丁目１２番３７号 百貨・日用品類 衣類
株式会社今津商会 655-0035 兵庫県神戸市垂水区五色山四丁目１３番３６号 役務の提供 清掃業務（建物）
イマヅ庭芸株式会社 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津２７６－１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
イマニシ印刷 667-0031 兵庫県養父市八鹿町九鹿３６ 印刷類 活平版印刷
株式会社　今村化学工業白蟻研究所 651-2124 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和８５８‐１ 役務の提供 害虫駆除
今村電気設備管理事務所 669-1323 兵庫県三田市あかしあ台１－５７－９ 役務の提供 設備保守・管理
井村造園土木株式会社 671-1321 兵庫県たつの市御津町苅屋３６７ 役務の提供 その他役務
有限会社イメージリンク 658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中六丁目９番地　神戸ファッションマート 役務の提供 その他電算業務
井本産業株式会社 656-0143 兵庫県南あわじ市中条中筋１５７８‐２ 燃料・動力類 LPガス
株式会社医用工学研究所 514-0004 三重県津市栄町三丁目１４１番地１　モアビル６階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
イヨンインターナショナル株式会社 107-0062 東京都港区南青山１－１－１　新青山ビル西館２３階 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社イリア 107-0052 東京都港区赤坂６－５－１６　ペアホースビルディング じゅう器類 家具
入谷緑化土木株式会社 656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田５１０番地の１ 役務の提供 森林整備
株式会社医療開発研究所 108-0075 東京都港区港南二丁目５番３号オリックス品川ビル３Ｆ 役務の提供 その他役務
株式会社医療事務スタッフ関西 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通５丁目２－５ 役務の提供 人材派遣
株式会社医療情報科学研究所 103-0013 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番９号 医療・薬品類 医療機器
株式会社イルカ 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町３－４－３瓦町公洋ビル２階 百貨・日用品類 衣類
合同会社１１ＳＱＵＡＲＥ 651-2244 兵庫県神戸市西区井吹台北町１－１７－１、３１１ 役務の提供 その他電算業務
岩岡自動車株式会社 651-2404 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷１５０８－１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社イワクニ 671-2241 兵庫県姫路市刀出１３４番地４ じゅう器類 その他じゅう器
株式会社イワサキ 559-0022 大阪府大阪市住之江区緑木１丁目４番２５号 リース・レンタル リース（事務機器）
有限会社岩崎エンジニア 661-0043 兵庫県尼崎市武庫元町２－２－１２ 工事用材料類 電気工事材料
岩崎工業株式会社 910-0017 福井県福井市文京１丁目３７番６号 船舶・車両類 車両部品及び修理
イワサキ出版印刷有限会社 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通４－１－１７ 印刷類 軽印刷
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商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
イワサバス株式会社 661-0026 兵庫県尼崎市水堂町４－２０－１６ 役務の提供 旅客運送
岩田石油有限会社 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂４６４‐３ 燃料・動力類 石油
イワタニ近畿株式会社 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目１－３　ＳＯＲＡ新大阪２１　７階 燃料・動力類 LPガス
イワタニファインガス株式会社 661-0974 兵庫県尼崎市若王寺３丁目１９番１２号 その他物品類 その他物品類
岩出電気設備管理事務所 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町８丁目１３番５号 役務の提供 設備保守・管理
岩鼻産業株式会社 656-0051 兵庫県洲本市物部２‐１２‐１１ じゅう器類 家具
岩見印刷株式会社 669-5321 兵庫県豊岡市日高町土居６７‐１ 印刷類 活平版印刷
岩見石油株式会社 676-0019 兵庫県高砂市緑丘２丁目６番３１号 燃料・動力類 石油
株式会社岩本自動車 670-0996 兵庫県姫路市土山６丁目６番２１号 船舶・車両類 車両部品及び修理
岩本土木重機株式会社 671-1342 兵庫県たつの市御津町朝臣２３０‐１２ 役務の提供 その他役務
有限会社岩本燃料 679-2141 兵庫県姫路市香寺町岩部字高砂３９９‐１ じゅう器類 ガス・厨房機器
岩本農機株式会社 675-2242 兵庫県加西市尾崎町４３４－１ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
インクリメント・ピー株式会社 113-0021 東京都文京区本駒込二丁目２８番８号 その他物品類 その他物品類
インシナー工業株式会社 143-0016 東京都大田区大森北一丁目１２番５号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社インジェスター 102-0076 東京都千代田区五番町５－５ 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
株式会社インソース 101-0054 東京都千代田区神田錦町１‐１９‐１　神田橋パークビル５階 役務の提供 その他役務
株式会社インターグループ 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎三丁目２０番１号インターグループビル 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
インターナショナルエクスプレス株式会社 105-0022 東京都港区海岸二丁目１番１７号 役務の提供 その他運送
株式会社インターネットイニシアティブ 102-0071 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 役務の提供 その他役務
株式会社インター・ビジネス・ネットワークス 107-0062 東京都港区南青山５－１２－６ 役務の提供 イベント等企画
株式会社インターフェース 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町５丁目３－１５　ＩＦビル 役務の提供 イベント等企画
株式会社インターメディカル 110-0013 東京都台東区入谷１－１６－８ 医療・薬品類 医療機器
インターリハ株式会社 114-0016 東京都北区上中里一丁目３７番１５号 医療・薬品類 医療機器
株式会社インタラック関西東海 430-0935 静岡県浜松市中区伝馬町３１１番地の１４ 役務の提供 その他役務
株式会社インテージリサーチ 203-8686 東京都東久留米市本町１丁目４番１号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社インテック 930-8577 富山県富山市牛島新町５番５号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
インテュイティブサージカル合同会社 107-6032 東京都港区赤坂一丁目１２番３２号アーク森ビル 医療・薬品類 医療機器
株式会社インテリア明石木工 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂９７－８６ 工事用材料類 その他工事用材料類
株式会社インテリアコンドウ 679-1113 兵庫県多可郡多可町中区中村町４３５－２ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
株式会社インテリアさんのみや 653-0854 兵庫県神戸市長田区平和台町３丁目３番７号 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
株式会社インテリアみぞぐち 679-2163 兵庫県姫路市香寺町土師８５８‐１ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
インリアルームコンドウ 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野１２２９－４０ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
株式会社インバウンドテック 160-0022 東京都新宿区新宿二丁目３番１３号　大橋ビル 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
インフォコム株式会社 107-0052 東京都港区赤坂９－７－２ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社インフォネット 100-0004 東京都千代田区大手町１－５－１　 役務の提供 その他電算業務
株式会社インフォマティクス 212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
インフォミーム株式会社 670-0061 兵庫県姫路市西今宿三丁目６番３号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社インフォメーション・ディベロプメント 102-0076 東京都千代田区五番町１２－１ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社インプリージョン 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋２丁目４－４８金村ビル３Ｆ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ウィット 569-0071 大阪府高槻市城北町１ー１４ー１７ー５０１ 役務の提供 広告
株式会社ウィニスト 650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町９５ 役務の提供 イベント等企画
株式会社ウィルパワー 659-0092 兵庫県芦屋市大原町４番１３号 役務の提供 産業廃棄物処理
ヴィレップス合同会社 580-0044 大阪府松原市田井城１－６－２２　５Ｆ－Ａ 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社ウィンウィンウィン 530-0047 大阪府大阪市北区西天満６－２－１１－２０４ 医療・薬品類 衛生材料
株式会社ウィング 658-0045 兵庫県神戸市東灘区御影石町２丁目１４－２１ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
Ｗｉｎｔｅｃ　Ｊａｐａｎ株式会社 541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目２番７号第一住建南久宝寺町ビル４ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
有限会社ウィンロード 665-0863 兵庫県宝塚市三笠町８‐１１ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社ウイル 670-0946 兵庫県姫路市北条永良町５３番地 役務の提供 その他役務
株式会社ウイン 790-0038 愛媛県松山市二番町３‐６‐５ 役務の提供 その他電算業務
株式会社ウイン・インターナショナル 104-0031 東京都中央区京橋２－２－１　京橋エドグラン２１階 医療・薬品類 その他医療・薬品類
有限会社ウイング・コーポレーション 670-0845 兵庫県姫路市城東町京口台１０７ 役務の提供 その他清掃
株式会社ウインズ 700-0843 岡山県岡山市北区二日市町１７２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ウインディーネットワーク 415-0035 静岡県下田市東本郷１‐１９‐４ 役務の提供 その他役務
株式会社ウェイズ 657-0846 兵庫県神戸市灘区岩屋北町４‐３‐１６ 工事用材料類 塗料
株式会社ウェザーニューズ 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１－３幕張テクノガーデン 役務の提供 その他役務
ウェッジ株式会社 601-8329 京都府京都市南区吉祥院清水町２番地　ウェッジ本社 一般機械器具設備類 通信・音響機器
有限会社ウェブビレッジ 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江２０１３ 役務の提供 イベント等企画
株式会社ウェルネストコミュニケーションズ 150-0012 東京都渋谷区広尾１丁目１番３９号恵比寿プライムスクエアタワー１９階 役務の提供 その他役務
ウェルリンク株式会社 153-0053 東京都目黒区五本木一丁目３３番１３号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社植活造園 672-8003 兵庫県姫路市奥山３１６ 役務の提供 その他役務
株式会社ウエキコーポレーション 146-0085 東京都大田区久が原五丁目３３番１０号 燃料・動力類 高圧ガス
有限会社ウエグシステム 661-0983 兵庫県尼崎市口田中１丁目２４番１４号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ウエケイ 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市３５５ 農林水産業用品類 農林水産業用薬品
上島プロパン株式会社 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂４６４‐２ 燃料・動力類 LPガス
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株式会社ウエスコ 700-0033 岡山県岡山市北区島田本町２丁目５番３５号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ウエスト 658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町１０番 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社ウェストウイング 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島起シ５７３－１ リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
株式会社ウエスト神姫 678-0072 兵庫県相生市竜泉町３９４－１ その他物品類 その他物品類
ウエストロー・ジャパン株式会社 105-0003 東京都港区西新橋三丁目１６番１１号　愛宕イーストビル４階 その他物品類 その他物品類
株式会社ウエダ 671-0207 兵庫県姫路市飾東町山崎５４５‐２ 百貨・日用品類 衣類
株式会社ウエダ 665-0854 兵庫県宝塚市売布山手町５－３ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
植田石油株式会社 675-2312 兵庫県加西市北条町北条１６７－１ 燃料・動力類 石油
株式会社上田造船所 554-0051 大阪府大阪市此花区酉島２‐４‐３９ 船舶・車両類 船舶新造
植辻造園有限会社 651-2273 兵庫県神戸市西区糀台２－７－１２ 役務の提供 その他役務
ウエノ印刷 650-0014 兵庫県神戸市中央区北長狭通３丁目２－１３ 印刷類 軽印刷
株式会社上野組 679-5651 兵庫県佐用郡佐用町櫛田２０７３－１ 役務の提供 森林整備
ピエロ本舗　株式会社上野商事 658-0022 兵庫県神戸市東灘区深江南町４丁目７番３号 その他物品類 その他物品類
上野紙料株式会社 672-8079 兵庫県姫路市飾磨区今在家字東荒新田１０７３番地の３ 役務の提供 資源回収
上野電気設備管理事務所 650-0007 兵庫県神戸市中央区神戸港地方５８ 役務の提供 設備保守・管理
上原成商事株式会社 604-8580 京都府京都市中京区御池通鳥丸東入仲保利町１９１番地 燃料・動力類 石油
株式会社上林電気商会 674-0084 兵庫県明石市魚住町西岡６２７番地の１ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社植松電気 656-2131 兵庫県淡路市志筑１９０３ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社植村畳 669-5324 兵庫県豊岡市日高町上郷３６―１ 工事用材料類 建具
上村特電株式会社 670-0976 兵庫県姫路市中地字早瀬６９４ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
上山建設株式会社 669-2213 兵庫県丹波篠山市中野４５ 役務の提供 森林整備
株式会社ウエルフェアー 673-1462 兵庫県加東市藤田１４９７番地２ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社ウォーターエージェンシー 162-0813 東京都新宿区東五軒町３－２５ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ウォーターシステム 672-8038 兵庫県姫路市飾磨区阿成鹿古３７６番地 役務の提供 その他清掃
ウォーターテック有限会社 670-0804 兵庫県姫路市保城６６３‐４保城加納ビル２０２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ＷＯＲＥ 671-0252 兵庫県姫路市花田町加納原田１２６番地２ 役務の提供 資源回収
ウオクニ株式会社 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 役務の提供 その他役務
株式会社魚国総本社 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６番１９号 役務の提供 その他役務
魚住産業株式会社 674-0081 兵庫県明石市明石市魚住町錦が丘４‐８‐２ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社うかいや 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出２６２番地の１ 燃料・動力類 石油
株式会社うがい商店 656-0023 兵庫県洲本市小路谷１２８１－１６ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社浮田幸栄堂 668-0031 兵庫県豊岡市大手町６－２４ じゅう器類 家具
浮田産業株式会社 668-0021 兵庫県豊岡市泉町９番１３号 百貨・日用品類 記念品・贈答品
牛若ふとん店 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町１丁目１０番２号 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
宇治橋ミシン商会 652-0046 兵庫県神戸市兵庫区上沢通１‐１‐１０ じゅう器類 ミシン・編み機
有限会社宇田産業 671-2234 兵庫県姫路市西脇１０２５番地 文具・事務用機器類 用紙
株式会社ウチダ 669-1533 兵庫県三田市三田町３３‐１８ 燃料・動力類 石油
ウチダエスコ株式会社 135-0042 東京都江東区木場５－８－４０ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
内田工業株式会社 454-0825 愛知県名古屋市中川区好本町三丁目６７番地 その他物品類 その他物品類
株式会社ウチダシステムズ 104-0033 東京都中央区新川一丁目２１番２号 じゅう器類 家具
株式会社内田洋行 104-8282 東京都中央区新川２丁目４番７号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ 105-0004 東京都港区新橋六丁目１番１１号 じゅう器類 家具
有限会社内橋綿行 677-0054 兵庫県西脇市野村町１５５ リース・レンタル その他リース
内村電気設備管理事務所 651-1331 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃２２０３ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ウッドギャラリー 679-2101 兵庫県姫路市船津町１９９２－１ 百貨・日用品類 荒物雑貨
宇都宮印刷 668-0022 兵庫県豊岡市小田井町１６‐１ 印刷類 活平版印刷
宇津原株式会社 653-0012 兵庫県神戸市長田区二番町３‐２‐１ 工事用材料類 鋼材
株式会社内海電化ハウス 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮７８９‐１０ 一般機械器具設備類 家電製品
内海電気設備管理事務所 674-0057 兵庫県明石市大久保町高丘１丁目１‐１‐１０１ 役務の提供 設備保守・管理
ウニスガ印刷株式会社 677-0053 兵庫県西脇市和布町３９番地の１ 印刷類 活平版印刷
株式会社宇野 661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘３－１５－２６ 医療・薬品類 医療機器
宇部産業株式会社 670-0936 兵庫県姫路市古二階町五二 工事用材料類 セメント2次製品
梅沢食品株式会社 672-8051 兵庫県姫路市飾磨区清水１丁目３４番地 役務の提供 その他役務
梅谷電機サービス 651-0065 兵庫県神戸市中央区割塚通１丁目３‐１９ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社梅田緑地開発 659-0055 兵庫県芦屋市竹園町６－１４ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社梅元工務店 669-1344 兵庫県三田市溝口２７１ 役務の提供 産業廃棄物処理
梅本産業株式会社 652-0853 兵庫県神戸市兵庫区今出在家町２－１－５ 燃料・動力類 高圧ガス
浦野株式会社 541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町２－５－５ 医療・薬品類 工業用薬品
有限会社うりた重機興業 669-5327 兵庫県豊岡市日高町野々庄７６６‐１８ 役務の提供 森林整備
株式会社ウリュウ 673-0023 兵庫県明石市西新町１‐５‐１０ 農林水産業用品類 動物・飼料
株式会社エー・エス・ジー 599-8114 大阪府堺市東区日置荘西町３‐５‐３ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社エー・ビー・シーリブラ 553-0003 大阪府大阪市福島区福島二丁目４番３号 役務の提供 その他役務
ＡＳロカス株式会社 260-0024 千葉県千葉市中央区中央港１丁目２２番７号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ＡＦＪ 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通４－３－９ 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
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エーシーブロードバンド株式会社 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通４丁目１番３８号　ザ・シティ神戸三宮ビル　４０４ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社エージェント 150-0042 東京都渋谷区宇田川町３３－７アイ・アンド・イー渋谷ビル４Ｆ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社エース・ウォーター 564-0052 福岡県福岡市博多区上呉服町１－８北九州銀行呉服町ビル 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
有限会社　エースガード 657-0027 兵庫県神戸市灘区永手町２丁目２番１７号 役務の提供 警備業務
株式会社エース警備保障 660-0815 兵庫県尼崎市杭瀬北新町４‐９‐７ 役務の提供 警備業務
エースコンサルタント株式会社 673-0028 兵庫県明石市硯町３‐４‐７ 役務の提供 各種調査・研究
エース消毒株式会社 670-0906 兵庫県姫路市博労町９３番１ 役務の提供 その他清掃
エースター観光株式会社 667-1368 兵庫県美方郡香美町村岡区入江１１５７番地１ 役務の提供 旅客運送
株式会社エースタイル 536-0014 大阪府大阪市城東区鴫野西４－１－３３ 役務の提供 その他清掃
ＡＣＥ厨設株式会社 565-0802 大阪府吹田市青葉丘南６－９－３０１ じゅう器類 ガス・厨房機器
Ａｓｔｒｅａｍ 659-0034 兵庫県芦屋市陽光町８－２０エスリード芦屋陽光町６０２ 役務の提供 その他電算業務
エースポイントシステムズ株式会社 530-0047 大阪府大阪市北区西天満１丁目１１番２０号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社エーテック 662-0854 兵庫県西宮市西宮市櫨塚町２－１５ 役務の提供 その他役務
ＡＤＵ株式会社 658-0053 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町４－４－１－１３０５ 役務の提供 広告
エームサービス株式会社 107-0052 東京都港区赤坂２－２３－１ 役務の提供 その他役務
Ａ－ｒｉｓｅ株式会社 663-8122 兵庫県西宮市小曽根町４－６－２０ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社エーワイ 673-0891 兵庫県明石市大明石町一丁目７番３５号 印刷類 活平版印刷
エア・ウォーター・メディカル株式会社 141-0031 東京都品川区西五反田２－１２－３第一誠実ビル７階 リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
エア・ウォーター・リンク株式会社 612-8418 京都府京都市伏見区竹田向代町１３２番地１ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
エア・ウォーター防災株式会社 651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台３丁目２番地１６ 役務の提供 設備保守・管理
エアーポート企業株式会社 563-0034 大阪府池田市空港２丁目３６８番地　大阪国際空港内 役務の提供 産業廃棄物処理
エア・ウォーター・メディエイチ株式会社 141-0031 東京都品川区西五反田二丁目１２番３号 役務の提供 その他役務
株式会社エアグラウンド 661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘２丁目２－７新井ビル２階 役務の提供 広告
株式会社エアシス 651-2109 兵庫県神戸市西区前開南町２－１４－９ 役務の提供 設備保守・管理
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社 106-6119 東京都港区六本木六丁目１０番１号 船舶・車両類 航空機
エアボーンシステムス株式会社 107-6023 東京都港区赤坂１－１２－３２アーク森ビル２３階 船舶・車両類 航空機
株式会社エイ・テックス 770-0873 徳島県徳島市東沖洲２‐４１‐３ 医療・薬品類 工業用薬品
株式会社ＡＡＢ 530-0043 大阪府大阪市北区天満４丁目１５番１８号 役務の提供 イベント等企画
株式会社エイエイピー 422-8061 静岡県静岡市駿河区森下町３－６ 印刷類 活平版印刷
有限会社栄光園芸 655-0851 兵庫県神戸市垂水区神和台２－２－１１ 役務の提供 その他役務
有限会社英晃産業 661-0026 兵庫県尼崎市水堂町４丁目２０番２３号 役務の提供 清掃業務（建物）
有限会社栄光商会 676-0068 兵庫県高砂市高砂町鍛治屋町１３８０ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社永宏商事 670-0801 兵庫県姫路市仁豊野５４８－２ 百貨・日用品類 衣類
株式会社エイ・シー・ピー 580-0041 大阪府松原市三宅東三丁目５－２７ 役務の提供 設備保守・管理
栄昇産業株式会社 581-0861 大阪府八尾市東町５－１－１ 役務の提供 資源回収
（株）栄伸エンジニアリング 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町二丁目９番５－２ 役務の提供 設備保守・管理
栄進化学株式会社 105-0021 東京都港区東新橋一丁目２番１３号 理化学・計測機器類 計測機器
栄伸工業株式会社 670-0061 兵庫県姫路市西今宿２－１－３４ 役務の提供 その他役務
株式会社エイジェック 163-0646 東京都新宿区西新宿１－２５－１新宿センタービル４６階 役務の提供 人材派遣
エイジスリサーチ・アンド・コンサルティング株式会社 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町三丁目７７２７－１ 役務の提供 各種調査・研究
衛生管理株式会社 671-1143 兵庫県姫路市大津区天満２７６－６ 役務の提供 害虫駆除
株式会社衛生センター 702-8048 岡山県岡山市南区福吉町３１番２４号 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社衛星ネットワーク 107-6013 東京都港区赤坂１－１２－３２　アーク森ビル１３階 船舶・車両類 航空機
株式会社映像システム 113-0033 東京都港区芝４－２－３　ＮＭＦ芝ビル５階 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社エイチ・アイ・エス 105-6905 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号神谷町トラストタワー５階 役務の提供 旅客運送
エイチ・エス写真技術株式会社 553-0003 大阪府大阪市福島区福島４‐８‐１５ 印刷類 青写真
Ｈ．Ｉ．Ｓ．Ｍｏｂｉｌｅ株式会社 105-6905 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号 リース・レンタル リース（事務機器）
株式会社ＨＥＲ 675-2113 兵庫県加西市網引町２００１－３９ 役務の提供 その他役務
ＨＳ　Ｄｅｓｉｇｎ 668-0221 兵庫県豊岡市出石町町分３４９－３ 印刷類 活平版印刷
株式会社ＨＢＡ 060-0004 北海道札幌市中央区北四条西七丁目１番地８ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
Ｈ．Ｕ．ウェルネス株式会社 163-0410 東京都新宿区西新宿２－１－１ 医療・薬品類 医療用薬品
株式会社ＨＹＳエンジニアリングサービス 187-0012 東京都小平市御幸町３２番地 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社エイテック 151-0071 東京都渋谷区本町４丁目１２番７号 印刷類 地図
一般社団法人ＡＤＩ災害研究所 530-0015 大阪府大阪府大阪市北区中崎西１－８－２４アインズビル梅田８０７ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社エイト日本技術開発 700-8617 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 役務の提供 各種調査・研究
エイトレント株式会社 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江１－７－４ リース・レンタル リース（事務機器）
エイネット株式会社 101-0025 東京都千代田区神田佐久間３－２３スタウトビル３階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
永畑自動車株式会社 673-0541 兵庫県三木市志染町広野１－１０６ 船舶・車両類 車両部品及び修理
エイベックス・エンタテインメント株式会社 107-0062 東京都港区南青山３丁目１番３０号エイベックスビル 役務の提供 イベント等企画
有限会社エイペックス 660-0807 兵庫県尼崎市長洲西通一丁目８番１－７０２号 役務の提供 清掃業務（建物）
エイリツ電子産業株式会社 815-0063 福岡県南区柳河内１－２－５０ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
英和株式会社 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江４‐１‐７ 理化学・計測機器類 計測機器
栄和興業株式会社 656-0446 兵庫県南あわじ市八木寺内１６４９ 工事用材料類 鋼材
株式会社エキスプレス 562-0035 大阪府箕面市船場東１－１５－３１ 役務の提供 イベント等企画
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商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
株式会社ＥＫＩＭＵ 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２５番３１ＭＹ江戸堀４０２号室 役務の提供 その他役務
株式会社エクサウィザーズ 105-0021 東京都港区東新橋１丁目９番２号汐留住友ビル２１階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
エクシオグループ株式会社 150-0002 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社エクシオテック 143-0006 東京都大田区平和島四丁目１番２３号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社エクス 501-6303 岐阜県羽島市舟橋町本町５‐３２ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
エクスコムグローバル株式会社 150-6126 東京都渋谷区渋谷二丁目２４番１２号　渋谷スクランブルスクエア２６階 医療・薬品類 衛生材料
株式会社エクステリア松本 671-0231 兵庫県姫路市御国野町深志野２２－１ 工事用材料類 その他工事用材料類
株式会社エクスプラス 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町一丁目８番８号 その他物品類 その他物品類
エクスペリサス株式会社 150-0002 東京都渋谷区渋谷１丁目１２番８号 役務の提供 その他役務
エクレ株式会社 164-0003 東京都中野区東中野３‐１３‐１９ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社エコ・テクノ 536-0006 大阪府大阪市城東区野江２丁目１７番１３号 役務の提供 清掃業務（屋外）
有限会社エコクリーン 675-0122 兵庫県加古川市別府町別府８８９－７ 役務の提供 その他清掃
エコシステム小坂株式会社 017-0202 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部６０－１ 役務の提供 産業廃棄物処理
エコシステム山陽株式会社 708-1523 岡山県久米郡美咲町吉ケ原字火の谷１１２５ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社エコ阪神 675-1234 兵庫県加古川市平荘町西山字池新田５２０－１ 役務の提供 産業廃棄物処理
有限会社エコプラン 670-0981 兵庫県姫路市西庄甲１４５－１ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社エコ・ポリス 452-0823 愛知県名古屋市西区あし原町７番地 役務の提供 産業廃棄物処理
有限会社エコリサイクル 677-0055 兵庫県西脇市高松町字横山６３３－８１ 役務の提供 産業廃棄物処理
江崎グリコ株式会社 555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島４丁目６－５ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
株式会社エス・アイ 671-2231 兵庫県姫路市石倉２６－３ 役務の提供 その他電算業務
エス・イー・シーエレベーター株式会社 110-0016 東京都東京都台東区台東３－１８－３ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社エス・ケー・エス 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福５０１番地７ 役務の提供 資源回収
株式会社エスアール 669-5315 兵庫県豊岡市日高町浅倉２７番地 役務の提供 人材派遣
株式会社エスアールエル 163-0409 東京都新宿区西新宿２‐１‐１ 役務の提供 その他役務
株式会社エスアール警備保障 662-0825 兵庫県西宮市門戸荘１８番７５号セブン１０３号 役務の提供 警備業務
株式会社ＳＩＣ 675-0032 兵庫県加古川市加古川町備後３３５ 役務の提供 その他清掃
株式会社エス・アンド・エスシステムズ 672-8044 兵庫県姫路市飾磨区下野田二丁目３１３番地１ 役務の提供 その他役務
株式会社ＳＥＣ 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口１２９番地の９４ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社エスイーワークス 651-1412 兵庫県西宮市山口町下山口５－５－３ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社エスエー防災 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町２－１３－２３ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ＳＳマーケット 192-0081 東京都八王子市横山町６丁目９番８階 リース・レンタル リース（事務機器）
ＳＦＩリーシング株式会社 101-0003 東京都千代田区一ツ橋二丁目１番１号 リース・レンタル リース（事務機器）
株式会社エスエフシー新潟 950-0963 新潟県新潟市中央区南出来島１丁目１０番２１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社エスオーシー 596-0031 大阪府岸和田市春木大小路町６番１６号 リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
エスク株式会社 574-0077 大阪府大東市三箇４－１８－１８ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社エスコアハーツ 675-1114 兵庫県加古郡稲美町国安１１２３ 印刷類 活平版印刷
ＳＣＳＫ株式会社 135-8110 東京都江東区豊洲三丁目２番２０号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ＳＣＳＫシステムマネジメント株式会社 135-0061 東京都江東区豊洲３丁目２番２０号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ＳＷＨメディカル株式会社 530-0028 大阪府大阪市北区万歳町３番２０号 医療・薬品類 医療機器
株式会社ＳＴＩ 651-1121 兵庫県神戸市北区星和台２‐６１‐６ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社エスティーユニフォーム 537-0023 大阪府大阪市東成区玉津１－１－６ 百貨・日用品類 衣類
株式会社エス・ティ・オフィス 666-0142 兵庫県川西市清和台東１－２－６３ 医療・薬品類 工業用薬品
株式会社エステム 457-0821 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２－１９－１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社Ｓ２ 151-0073 東京都渋谷区笹塚１丁目５４番７号 役務の提供 警備業務
ＳＢＳ三愛ロジスティクス株式会社 160-6125 東京都新宿区西新宿８－１７－１　住友不動産新宿グランドタワー２５Ｆ 役務の提供 その他運送
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町１－１４ 役務の提供 その他運送
ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社 160-6125 東京都新宿区西新宿８－１７－１　住友不動産新宿グランドタワー２５Ｆ 役務の提供 その他運送
ＳＢＳロジコム株式会社 160-6125 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 役務の提供 その他運送
ＳＢテクノロジー株式会社 160-0022 東京都新宿区新宿六丁目２７番３０号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ＳＰフォーラム 100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目４番１ 役務の提供 イベント等企画
エスペックミック株式会社 480-0138 愛知県丹羽郡大口町大御堂１丁目２３３－１ 理化学・計測機器類 環境機器
ＥＳＲＩジャパン株式会社 102-0093 東京都千代田区平河町二丁目７番１号　塩崎ビル 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社エッグ 683-0805 鳥取県米子市西福原４－１１－３１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社エテル 542-0076 大阪府大阪市中央区難波４－４－４ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社エディオン 730-8620 広島県広島市中区紙屋町２丁目１番１８号 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社エデュース 101-0031 東京都千代田区東神田２丁目３番１０号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社エデュケーショナルネットワーク 102-0071 東京都千代田区富士見２丁目１１－１１ 役務の提供 その他役務
栄藤電気株式会社 670-0952 兵庫県姫路市南条４３１番地２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社エトレ 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町２丁目１番１４号 役務の提供 広告
エナジーシステムサービスジャパン株式会社 143-0006 東京都大田区平和島６－１－１ 一般機械器具設備類 電気設備
有限会社エヌ・アール・エス 654-0133 兵庫県神戸市須磨区多井畑字池ノ奥口７番地の８ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社エヌ・イーサポート 733-0812 広島県広島市西区己斐本町３丁目１３番１６号 役務の提供 その他役務
エヌ・エム・ピイビジネスサポート株式会社 669-1339 兵庫県三田市テクノパーク９番地１ 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社 530-0047 大阪府大阪市北区西天満４丁目１４番３号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
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ＮＩＣ株式会社 600-8490 京都府京都市下京区四条東入立中町５０２　四条ファーストビル３Ｆ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 108-6219 東京都港区港南二丁目１５番３号 リース・レンタル リース（事務機器）
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 136-8627 東京都江東区新木場一丁目１８番７号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 108-8338 東京都港区三田一丁目４番２８号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 112-8560 東京都文京区後楽２丁目６番１号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
ＮＥＣマグナスコミュニケーションズ株式会社 108-0022 東京都港区海岸三丁目２２番２３号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
ＮＥＣフィールディング株式会社 108-0073 東京都港区三田１丁目４番２８号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社ＮＨＫエンタープライズ 150-0047 東京都渋谷区神山町４－１４ 役務の提供 イベント等企画
株式会社エヌエイチケイプロモーション 150-0047 東京都渋谷区神山町５‐５ 役務の提供 イベント等企画
エヌエス環境株式会社 105-0011 東京都港区芝公園１－２－９ 役務の提供 各種調査・研究
ＮＸ商事　株式会社 105-8338 東京都港区海岸一丁目１４番２２号 燃料・動力類 石油
株式会社エヌケーエス 532-0033 大阪府大阪市淀川区新高１丁目８番１７号 理化学・計測機器類 理化学機器
有限会社ＮＫサービス 651-0053 兵庫県神戸市中央区籠池通５‐３‐１２ 理化学・計測機器類 計測機器
ＮＣＳ＆Ａ株式会社 540-6316 大阪府大阪市中央区城見１丁目３番７号（松下ＩＭＰビル１６階） 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ＮＣＰサプライ 700-0951 岡山県岡山市北区田中１６５番地１０８ 印刷類 軽印刷
株式会社ＮＪＳ 105-0023 東京都港区芝浦１－１－１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社エヌジェーシー 103-0028 東京都中央区八重洲１‐８‐１７ 役務の提供 人材派遣
Ｎ２ジャパン株式会社 570-0012 大阪府守口市大久保町３丁目１番２９号 役務の提供 その他運送
株式会社ＮＴＦコーポレーション 669-5102 兵庫県朝来市山東町大垣４１番地 燃料・動力類 石油
ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 役務の提供 各種調査・研究
ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 108-0075 東京都港区港南１－２－７０　品川シーズンテラス リース・レンタル リース（事務機器）
株式会社エヌ・ティ・ティ・アド 141-8661 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 役務の提供 広告
エヌ・ティ・ティ・カードソリューション 140-0002 東京都品川区東品川二丁目２番８号 その他物品類 その他物品類
エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社 530-0011 大阪府大阪市北区大深町３－１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ＮＴＴタウンページ株式会社 105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目八番八号 役務の提供 その他電算業務
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 135-6033 東京都江東区豊洲三丁目３番３号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 530-0003 大阪府大阪市北区堂島３－１－２１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ＮＴＴドコモ 100-6150 東京都千代田区永田町２－１１－１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社 530-0011 大阪府大阪市北区大深町３番１号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社ＮＴＴファシリティーズ 108-0023 東京都港区芝浦３丁目４番１号 役務の提供 建物保守・管理
株式会社ＮＴＴマーケティングアクトＰｒｏＣＸ 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町四丁目１５番８２号 役務の提供 その他役務
株式会社ＮＴＴフィールドテクノ 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町四丁目１５番８２号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
有限会社エヌテック 670-0055 兵庫県姫路市神子岡前１－１－２５ 役務の提供 建物保守・管理
ＮＤネットサービス有限会社 590-0984 大阪府堺市堺区神南辺町二丁９０番地５ 役務の提供 その他清掃
ＮＤＳインフォス株式会社 460-0003 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ＮＤＫ株式会社 454-0921 愛知県名古屋市中川区中郷二丁目２７８番地の１ 役務の提供 その他役務
株式会社エネアーク関西 541-0051 大阪府大阪市中央区備後町３－６－１４ 燃料・動力類 LPガス
ＥＮＥＯＳグローブエナジー株式会社 100-6115 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号 燃料・動力類 LPガス
株式会社エネゲート 531-0077 大阪府大阪市北区大淀北一丁目６番１１０号 役務の提供 設備保守・管理
エネサーブ株式会社 520-2152 滋賀県大津市月輪２丁目１９番６号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社エネット 105-0011 東京都港区芝公園二丁目６番３号 燃料・動力類 電力
有限会社えのきエンジニアリング 590-0913 大阪府堺市堺区七道東町１８２‐３ 役務の提供 その他役務
榎本金庫株式会社 652-0046 兵庫県神戸市兵庫区上沢通４丁目１番１号 文具・事務用機器類 その他文具・事務用機器
榎本薬品株式会社 564-0044 大阪府吹田市南金田２丁目８番３７号 医療・薬品類 医療用薬品
エヴァーラスティング 658-0026 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町３丁目６－４－５０５ 役務の提供 清掃業務（建物）
荏原実業株式会社 104-8174 東京都中央区銀座７‐１４‐１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社荏原製作所 144-8510 東京都大田区羽田旭町１１番１号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
荏原冷熱システム株式会社 144-0042 東京都大田区羽田旭町１１－１ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社ヱビス 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池５－１－２０ 工事用材料類 砂利・砂・土
ゑびす屋ペイント株式会社 662-0912 兵庫県西宮市松原町９‐２２ 工事用材料類 塗料
株式会社エフウォーターマネジメント 520-0043 滋賀県大津市中央１‐６‐１１ 役務の提供 建物保守・管理
株式会社エフエスユニ 101-0065 東京都千代田区西神田２‐３‐１６ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社エフエスユニマネジメント 108-0023 東京都港区芝浦３丁目４番１号 役務の提供 その他役務
有限会社エフエムエルサービス 680-0902 鳥取県鳥取市秋里９２３番地７ 役務の提供 その他役務
株式会社エフエムコーポレーション 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１４８４ リース・レンタル その他リース
株式会社エフ・クリエイションズ 651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通三丁目１番１９号 印刷類 地図
株式会社エフ・クレスト 106-0044 東京都港区東麻布１丁目４番２号　ＴＨＥ　ＷＯＲＫＥＲＳ　＆　ＣＯ 役務の提供 広告
株式会社エフコム 963-8520 福島県郡山市堤下町１３番８号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 108-0023 東京都港区芝浦三丁目１番２１号 燃料・動力類 電力
株式会社ＦＰＪ 670-0944 兵庫県姫路市阿保甲２１６番地１ 役務の提供 広告
株式会社エフレジ 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４番２０号　グランフロント大阪タワーＡ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
Ｆレンタカー兵庫株式会社 650-0048 兵庫県神戸市中央区神戸空港３番地４ リース・レンタル その他リース
エフワン株式会社 531-0071 大阪府大阪市北区中津６丁目７番１号 百貨・日用品類 衣類
株式会社エブリッジ 569-0822 大阪府高槻市城北町１－７－１６　リーベン城北３階 役務の提供 広告
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株式会社エブリプラン 690-0816 島根県松江市北陵町４６番地６ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社エブリンク 650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町９８－１ 役務の提供 人材派遣
株式会社エブリンクキャリア 650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町９８－１ 役務の提供 警備業務
株式会社エベレックス・ジャパン 212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町６６－２興和川崎西口ビル６階 医療・薬品類 医療機器
株式会社エマーテック 650-0034 兵庫県神戸市中央区京町７６番地１　明海三宮ビル６０１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
エム・イー株式会社 196-0034 東京都昭島市玉川町１－２－７ 理化学・計測機器類 計測機器
エム・イー・ジー株式会社 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通６‐１‐２０ 役務の提供 人材派遣
エム・エス・ケー農業機械株式会社 061-1405 北海道恵庭市戸磯１９３番地８ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
エム・キャスト株式会社 136-0076 東京都江東区南砂七丁目１２番４号 役務の提供 資源回収
株式会社エム・シー 540-0039 大阪府大阪市中央区東高麗橋１番１２号 医療・薬品類 医療機器
株式会社エム・デイ・エス 890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町５番２２号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社エム・アールビジネス 541-0051 大阪府大阪市中央区備後町二丁目４番９号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社エム・アール・ピー 732-0827 広島県広島市南区稲荷町１番１号 役務の提供 その他役務
株式会社エムアイディ 812-0017 福岡県福岡市博多区美野島３丁目１７番２７－１号 医療・薬品類 その他医療・薬品類
株式会社エム・イー・サイエンス 532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国４－１４－２４ 医療・薬品類 医療機器
株式会社エム・エイチ・アイ 169-0075 東京都新宿区高田馬場４－３９－７ 役務の提供 その他役務
ＭＨＣトリプルウィン株式会社 105-0003 東京都港区西新橋１－３－１ 一般機械器具設備類 電気設備
Ｍ’ｓＨＲ社会保険労務士法人 670-0965 兵庫県姫路市東延末２丁目２４番地　アークビル２Ｆ 役務の提供 その他電算業務
株式会社ＭＳ企画 664-0027 兵庫県伊丹市池尻１丁目１４８番地２ 役務の提供 その他役務
有限会社エムエスケイクリーン 679-5345 兵庫県佐用郡佐用町奥金近１７－１ 役務の提供 資源回収
株式会社エムエフティー 101-0032 東京都千代田区岩本町２丁目８番８号 役務の提供 その他役務
株式会社ＭＭコーポレーション 113-0033 東京都文京区本郷三丁目４番６号 医療・薬品類 医療機器
ＭＭＣダイヤモンドファイナンス株式会社 108-8407 東京都港区芝５－３４－６ リース・レンタル その他リース
エム・エムブリッジ株式会社 733-0036 広島県広島市西区観音新町一丁目２０番２４号 役務の提供 設備保守・管理
エム・エム・ワークス株式会社 652-0894 兵庫県神戸市兵庫区入江通１丁目１番２８号 印刷類 活平版印刷
有限会社エム企画印刷 654-0052 兵庫県神戸市須磨区行幸町２丁目１‐６‐１ 印刷類 軽印刷
エムケイ観光バス株式会社 601-8127 京都府京都市南区上鳥羽北花名町１－１ 役務の提供 旅客運送
株式会社エム・シー・アンド・ピー 530-0005 大阪府大阪市北区中之島２－２－２大阪中之島ビル 役務の提供 イベント等企画
株式会社ＭＣエバテック 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１－２－６ 役務の提供 各種調査・研究
エム・シー・ヘルスケア株式会社 108-0075 東京都港区港南２－１６－１　品川イーストワンタワー１２階 役務の提供 その他役務
エムジェイワン株式会社 664-0027 兵庫県伊丹市池尻１－１１８ その他物品類 スポーツ用品
株式会社Ｍ　Ｓｔｙｌｅ 661-0965 兵庫県尼崎市次屋３丁目６番４０号 役務の提供 その他運送
株式会社エムズインク 160-0007 東京都新宿区荒木町１３－２２グランドメゾン四谷６０２ 医療・薬品類 衛生材料
株式会社エムズジャパンセキュリティ 550-0011 大阪府大阪市西区阿波座１－１３－１１ 役務の提供 警備業務
エムツウ株式会社 657-0053 兵庫県神戸市灘区六甲町３－５－７ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社エムティーアイ 163-1435 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社エムテック 656-2163 兵庫県淡路市中田４００－２ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社エムバス 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台２－１２－１ 役務の提供 その他役務
ＭＰアグロ株式会社 700-0822 北海道北広島市大曲工業団地６－２－１３ 農林水産業用品類 農林水産業用薬品
株式会社エムライン 554-0032 大阪府大阪市此花区梅町２－２－２５ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社江守情報 910-0023 福井県福井市順化一丁目２４番３８号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ＥＹＡＭＡ　ＣＬＥＡＮ 679-4315 兵庫県たつの市新宮町井野原６８番地１ 役務の提供 資源回収
株式会社エリアテック 532-0031 大阪府大阪市淀川区加島３丁目１番２２号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社エリオニクス 192-0063 東京都八王子市元横山町三丁目７－６ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社エルアンドエル 540-0039 大阪府大阪市中央区東高麗橋３－３２　ニューライフ高麗橋 医療・薬品類 医療機器
株式会社ＬＳＩメディエンス 101-0047 東京都千代田区内神田一丁目１３番４号 役務の提供 その他役務
株式会社エルエフ関西 566-0012 大阪府摂津市庄屋１丁目８番１１号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社エルコム 146-0083 東京都大田区千鳥２‐１０‐１６ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社エレオ 733-0025 広島県広島市西区小河内町二丁目１７番１６号 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社エレベーターテクノス 555-0024 大阪府大阪市西淀川区野里２－２０－７ 役務の提供 建物保守・管理
株式会社遠興 437-1301 静岡県掛川市横須賀１４０９－２ 医療・薬品類 衛生材料
有限会社円陣 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町６‐９‐１ 役務の提供 その他役務
株式会社エンバイシス 670-0972 兵庫県姫路市手柄２－１２１ 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
株式会社エンバイロ・テクノ 573-0014 大阪府枚方市村野高見台１番３３号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社エンプロス 670-0933 兵庫県姫路市平野町１８番地 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ＯＥＳアクアフオーコ株式会社 668-0831 兵庫県豊岡市神美台１５７番７６ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社オーイーシー 870-0037 大分県大分市東春日町１７番５７号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
オーイー設備株式会社 657-0057 兵庫県神戸市灘区神ノ木通２‐４‐１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ＯＡサポート・カケラ 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町２－５－２６ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
オーエス産業株式会社 670-0871 兵庫県姫路市伊伝居４４８番地の１２ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社ＯＳＵ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ａｃａｄｅｍｙ 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋一丁目１０番２８号 役務の提供 その他役務
有限会社ＯＭ環境計画研究所 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋１－１４－７ 役務の提供 各種調査・研究
有限会社ＯＭＫ 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７－１１　上野ＢＲビル 役務の提供 各種調査・研究
株式会社オーエンス 104-0061 東京都中央区銀座４－１２－１５ 役務の提供 建物保守・管理
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オーギ屋ステンレス工業 679-2122 兵庫県姫路市豊富町御蔭５８５－６６ じゅう器類 ガス・厨房機器
株式会社オークス 151-0053 東京都渋谷区代々木２－４－９ 役務の提供 その他役務
株式会社オークスコーポレーション 700-0853 岡山県岡山市南区豊浜町９－２４ 役務の提供 清掃業務（建物）
オークラサービス株式会社 675-0014 兵庫県加古川市野口町古大内９００ 役務の提供 その他役務
オークラ輸送機株式会社 675-8675 兵庫県加古川市野口町古大内９００ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
オーケイ電設株式会社 669-3631 兵庫県丹波市氷上町賀茂８１ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社オーシスマップ 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿１２６４‐１１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社オージースポーツ 541-0051 大阪府大阪市中央区備後町３丁目６番１４号 役務の提供 その他役務
株式会社オージス総研 550-0023 大阪府大阪市西区千代崎３丁目南２番３７号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
オージヤ商事株式会社 675-1372 兵庫県小野市本町２１‐２ じゅう器類 家具
オートサービス藤原 679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町４６９ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社オートテクノス 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水２１７５－１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社　オートメインテナンス・ハシモト 668-0323 兵庫県豊岡市但東町小谷８３４ 船舶・車両類 車両部品及び修理
オートモーティブプロキャッチ 676-0082 兵庫県高砂市曽根町３９０－１ 役務の提供 資源回収
株式会社オートワールド信栄 669-5241 兵庫県朝来市和田山町土田４３４番地１ 船舶・車両類 車両販売
株式会社オーバーライン 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－１－３－９００大阪駅前第三ビル９階９２５号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社オービス 729-0104 広島県福山市松永町６－１０－１ リース・レンタル その他リース
株式会社オープル 581-0003 大阪府八尾市本町２丁目８番３号 百貨・日用品類 百貨
株式会社オープンループパートナーズ 160-0022 東京都新宿区新宿四丁目３番１７号 役務の提供 人材派遣
有限会社扇屋電機商会 651-1502 兵庫県神戸市灘区７‐１３ 一般機械器具設備類 家電製品
王子印刷株式会社 673-0029 兵庫県明石市大通町２－４－１ 印刷類 活平版印刷
応用技術株式会社 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 役務の提供 各種調査・研究
応用地質株式会社 101-8486 東京都千代田区神田美土代町７番地 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
応緑株式会社 670-0824 兵庫県姫路市京町１－１１ 工事用材料類 その他工事用材料類
株式会社大岩マシナリー 143-0013 東京都大田区大森南３－１０－１８ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社大岡酸素商会 671-1132 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町３丁目１‐３ 燃料・動力類 高圧ガス
株式会社おおかわ 655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯１－１－５２ じゅう器類 幕・テント・看板
有限会社大亀製畳店 679-4233 兵庫県姫路市林田町下伊勢６６３ 工事用材料類 建具
扇観光株式会社 658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１３６番地 役務の提供 旅客運送
株式会社大給組 679-4221 兵庫県姫路市林田町林谷２０－１ 役務の提供 産業廃棄物処理
有限会社大久保製作所 671-2543 兵庫県宍粟市山崎町野３１８ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
株式会社大熊 701-0204 岡山県岡山市南区大福３７８‐１ 理化学・計測機器類 理化学機器
大倉印刷株式会社 668-0033 兵庫県豊岡市中央町１番９号 印刷類 活平版印刷
大蔵商事株式会社 461-0004 愛知県名古屋市東区葵１－９－１８ 百貨・日用品類 荒物雑貨
株式会社大阪朝日広告社 541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋４－３－１０　日生伏見町ビル新館６階 役務の提供 広告
株式会社大阪オートマティック・サービス 547-0041 大阪府大阪市平野区平野北１丁目５番６号 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社大阪オリコミ 545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町２丁目５番２号 役務の提供 広告
株式会社大阪環境 570-0002 大阪府守口市佐太中町３‐１‐２１ 役務の提供 各種調査・研究
大阪環境保全株式会社 558-0013 大阪府大阪市住吉区我孫子東２丁目６番１７号 役務の提供 各種調査・研究
大阪瓦斯株式会社 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町四丁目１番２号 燃料・動力類 電力
大阪ガスセキュリティサービス株式会社 532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町３－６－３５ 役務の提供 警備業務
大阪ガスファイナンス株式会社 541-0052 大阪府大阪市中央区備後町三丁目６番１４号 リース・レンタル その他リース
株式会社大阪ガスファシリティーズ 537-0025 大阪府大阪市東成区中道１丁目４番２号 役務の提供 建物保守・管理
一般財団法人大阪教育文化振興財団 541-0055 大阪府大阪市中央区船場中央４－１－１０－２０３ 役務の提供 その他役務
株式会社大阪血清微生物研究所 533-0024 大阪府大阪市東淀川区柴島二丁目２番２０号 役務の提供 その他役務
大阪鋼灰株式会社本社 660-0802 兵庫県尼崎市長洲中通１‐１‐１ 医療・薬品類 工業用薬品
有限会社大阪金剛 661-0025 兵庫県尼崎市東七松町２丁目１４番９ー２号 理化学・計測機器類 計測機器
株式会社大阪砕石工業所 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１－５－１７ 工事用材料類 石材
一般財団法人大阪市文化財協会 540-0006 大阪府大阪市中央区法円坂一丁目６番４１号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社大阪水道総合サービス 651-0052 大阪府大阪市阿倍野区旭町一丁目２番７号 役務の提供 その他電算業務
株式会社大阪測器測器事業 541-0048 大阪府大阪市中央区安土町１－７－１３ 理化学・計測機器類 環境機器
株式会社大阪ダイケンビルサービス 530-0003 大阪府大阪市北区堂島一丁目５番１７号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社大阪ビル管理 530-0044 大阪府大阪市北区東天満１－９－１０ 役務の提供 設備保守・管理
大阪メディカルシステムサービス株式会社 578-0956 大阪府東大阪市横枕西７番２７号 役務の提供 その他役務
大阪薬研株式会社 562-0015 大阪府箕面市稲５丁目１３番１０号 医療・薬品類 その他医療・薬品類
大島商事株式会社 660-0083 兵庫県尼崎市道意町５丁目７番地 燃料・動力類 石油
株式会大城工業所 661-0972 兵庫県尼崎市小中島２－６－１０ 役務の提供 各種調査・研究
大城電気設備管理事務所 666-0257 兵庫県川辺郡猪名川町白金３丁目２４番１８号 役務の提供 設備保守・管理
有限会社大路旗幕 664-0011 兵庫県伊丹市鋳物師２－２ じゅう器類 幕・テント・看板
大杉紙商事 574-0061 大阪府大東市大東町１０－１６ 文具・事務用機器類 用紙
太田自転車商会 669-5201 兵庫県朝来市和田山町和田山３２８‐５ 船舶・車両類 その他車両類
太田自動車株式会社 669-3606 兵庫県丹波市氷上町上成松１８２‐１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
太田土建株式会社 656-0483 兵庫県南あわじ市志知中島９０３番地の２ 役務の提供 その他役務
株式会社大谷商会 660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町１丁目２１番地 工事用材料類 管工事材料
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商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
株式会社大谷塗料店 670-0982 兵庫県姫路市岡田３６ 工事用材料類 塗料
おおたユニフォームセンター 668-0026 兵庫県豊岡市元町１２－１０ 百貨・日用品類 衣類
株式会社オオツカ 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本３６７‐１ その他物品類 写真
大塚オーミ陶業株式会社 540-0021 大阪府大阪市中央区大手通３丁目２番２１号 その他物品類 その他物品類
株式会社大塚商会 102-8573 東京都千代田区飯田橋２‐１８‐４ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
有限会社大塚書店 670-0927 兵庫県姫路市駅前町２６４ その他物品類 書籍
株式会社オオツキ 669-3402 兵庫県丹波市春日町新才５１８ 百貨・日用品類 衣類
大槻ポンプ工業株式会社 623-0021 京都府綾部市本町７‐６７‐２ 一般機械器具設備類 消防機器
大坪スポーツ 669-1533 兵庫県三田市大原３７６－２ その他物品類 スポーツ用品
大鳥産業株式会社 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町４‐６‐４ 医療・薬品類 工業用薬品
有限会社大西園芸 651-2207 兵庫県神戸市西区押部谷町細田宮西１６５ 役務の提供 清掃業務（屋外）
大西事務株式会社 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福４０５－２ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社大西装備 651-2313 兵庫県神戸市西区神出町田井２６０番地の１４ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
有限会社大野運送 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町７丁目１２番８号 役務の提供 その他運送
オオノ開發株式会社 791-0242 愛媛県松山市北梅本町甲１８４番地 役務の提供 産業廃棄物処理
有限会社大野設備 679-2161 兵庫県姫路市香寺町溝口８３７－１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社大橋商会 677-0054 兵庫県西脇市野村町１７９４‐５８ 一般機械器具設備類 消防機器
有限会社大橋自転車店 678-0233 兵庫県赤穂市加里屋中洲４‐１９ 船舶・車両類 その他車両類
有限会社大橋防災社 664-0015 兵庫県伊丹市１－１１９－１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社オオバ 153-0042 東京都東京都千代田区神田錦町３－７－１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
大林ファシリティーズ株式会社 101-0054 東京都千代田区神田錦町一丁目６番地 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社大東 669-1533 兵庫県三田市三田町２９－１２ じゅう器類 家具
大廣建設株式会社 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家２－２６７－１１ 工事用材料類 仮設建物
大道商事株式会社 660-0845 兵庫県尼崎市西高洲町２１番地１ 役務の提供 資源回収
大村機工株式会社 653-0021 兵庫県神戸市長田区梅ヶ香町２丁目１‐３１ 一般機械器具設備類 工作機器
大本紙料株式会社 658-0031 兵庫県神戸市東灘区向洋町東三丁目１７番地 役務の提供 資源回収
株式会社大森廻漕店 650-0031 兵庫県神戸市中央区東町１２３番地の１ 医療・薬品類 衛生材料
オオモリ工業株式会社 670-0802 兵庫県姫路市砥掘８１番地５ 役務の提供 設備保守・管理
大森工業株式会社 650-0027 兵庫県神戸市中央区多聞通２‐１‐２　大森・みなとビル４Ｆ４０１号室 じゅう器類 その他じゅう器
大森商機株式会社 791-0054 愛媛県松山市空港通三丁目９番６号 一般機械器具設備類 工作機器
株式会社大森ビジネス 673-0885 兵庫県明石市桜町１－１４ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
有限会社大屋ホームガス 667-0311 兵庫県養父市大屋町大屋市場２７８－２ 燃料・動力類 LPガス
大山環境整備自動車合名会社 675-1224 兵庫県加古川市平荘町上原５５９－１ 役務の提供 産業廃棄物処理
大山産業株式会社 623-0046 京都府綾部市大島町柳３番地 役務の提供 その他役務
株式会社岡崎衡器製作所 670-0048 兵庫県姫路市船橋町２－５９ 理化学・計測機器類 計測機器
株式会社　岡商店 861-1112 熊本県合志市幾久富１９０９－１３９８ 役務の提供 その他役務
岡正林業株式会社 677-0039 兵庫県西脇市上比延町２４３－３－１ 役務の提供 森林整備
岡田商店 657-0804 兵庫県神戸市灘区城の下通１丁目２番５号 文具・事務用機器類 教材
株式会社岡田造園 651-1521 兵庫県神戸市北区市原１９番３ 役務の提供 清掃業務（屋外）
岡田電工株式会社 675-0051 兵庫県加古川市東神吉町升田８４４番地 一般機械器具設備類 電気設備
オカダ電工 669-2307 兵庫県丹波篠山市般若寺１８９ 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社オカダヤ 669-5101 兵庫県朝来市山東町滝田１６２‐２ じゅう器類 家具
有限会社岡野商店 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２８９９－２０ 百貨・日用品類 衣類
株式会社岡野製作所 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町１‐４‐１０ 理化学・計測機器類 環境機器
株式会社岡畑 591-8037 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町１丁３７ 医療・薬品類 工業用薬品
株式会社オカバヤシ 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原１１７０ その他物品類 写真
有限会社岡前商会 671-4221 兵庫県宍粟市波賀町上野１８３－５ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社オカムラ 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸２－７－１８ じゅう器類 家具
岡村印刷工業株式会社 635-0143 奈良県高市郡高取町大字車木２１５番地 印刷類 活平版印刷
株式会社岡村造船所 410-3611 静岡県賀茂郡松崎町松崎４９５－４ 船舶・車両類 船舶新造
おかもと株式会社 672-8012 兵庫県姫路市白浜町寺家二丁目６９番地４ 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社オカモト・コンストラクション・システム 660-0052 兵庫県尼崎市七松町２丁目２７番２３号 工事用材料類 砂利・砂・土
株式会社岡本商店 656-0461 兵庫県南あわじ市市円行寺５２１－１ 燃料・動力類 石油
岡本鮮文堂 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町３３７ 文具・事務用機器類 印判
オカモト電気株式会社 677-0055 兵庫県西脇市高松町４６７番地 リース・レンタル その他リース
有限会社岡本ポンプ 679-4315 兵庫県たつの市新宮町井野原２７６‐１ 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社岡山医学検査センター 710-0834 岡山県倉敷市笹沖４６８番地の５ 役務の提供 その他役務
岡山県貨物運送株式会社 700-0027 岡山県岡山市北区清心町４番３１号 役務の提供 その他運送
岡山電設株式会社 623-0005 京都府綾部市里町大坂３３番地の２ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社小川長春館 721-0942 広島県福山市引野町５‐４‐２３ その他物品類 スポーツ用品
小川電気設備管理事務所 651-1204 兵庫県神戸市北区花山東町２‐１０‐１０５ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社小川電設 660-0893 兵庫県尼崎市西難波町２丁目４番２７号 一般機械器具設備類 電気設備
ＯＫＩクロステック株式会社 104-6126 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社沖食器 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通４－３－１２ 百貨・日用品類 荒物雑貨

16 / 90 ページ



令和２・３・４年度　兵庫県物品関係入札参加資格者名簿 （令和４年４月１日現在）

商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
沖電気工業株式会社 108-8551 東京都港区芝浦４丁目１０番１６号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
桜輝電気設備管理事務所 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎４８０－２ 役務の提供 設備保守・管理
奥アンツーカ株式会社 577-0012 大阪府東大阪市長田東３丁目２番７号 その他物品類 スポーツ用品
株式会社奥井印刷 656-0513 兵庫県南あわじ市賀集野田４５９－１ 印刷類 活平版印刷
有限会社奥進システム 540-0027 大阪府大阪市中央区鎗屋町２－２－４　イチクラビル　４階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
有限会社奥田商店 662-0911 兵庫県西宮市池田町４番２９号 農林水産業用品類 農林水産業用機器
奥田電気設備管理事務所 656-0001 兵庫県洲本市中川原町厚浜８２３番地１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社オクノ 656-0101 兵庫県洲本市納２０３‐１ 医療・薬品類 医療機器
奥野福太郎商店 656-2131 兵庫県淡路市志筑１７８７－２ 農林水産業用品類 肥料
奥松電気管理事務所 651-2272 兵庫県神戸市西区狩場台５丁目１０－３ 役務の提供 設備保守・管理
奥村機械株式会社 570-8539 大阪府守口市佐太中町２丁目５番３号 一般機械器具設備類 建設機器
奥村組土木興業株式会社 552-0016 大阪府大阪市港区三先１‐１１‐１８ 工事用材料類 石材
オクムラボート販売株式会社 671-0111 兵庫県姫路市的形町的形２０１３ 船舶・車両類 船舶新造
奥村モータース株式会社 651-2401 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡１５６１－１１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社奥村モータース 670-0837 兵庫県姫路市宮西町３丁目２番地 船舶・車両類 車両販売
小国コンクリート工業有限会社 671-2241 兵庫県姫路市刀出６６８‐１ 工事用材料類 セメント2次製品
株式会社オグラ 668-0844 兵庫県豊岡市土渕１１８５ じゅう器類 ガス・厨房機器
小倉印刷株式会社 671-0253 兵庫県姫路市花田町一本松４０１－１ 印刷類 活平版印刷
株式会社小倉理化 575-0033 大阪府四條畷市美田町７番１０号 理化学・計測機器類 理化学機器
尾崎歯材株式会社 564-0062 大阪府吹田市垂水町３丁目７－４１ 医療・薬品類 医療機器
株式会社オシマ 668-0061 兵庫県豊岡市上佐野１４１０‐３ 医療・薬品類 医療機器
株式会社オダキョー 663-8023 兵庫県西宮市大森町２番１９号 文具・事務用機器類 教材
尾田教材株式会社 653-0881 兵庫県神戸市長田区滝谷町３丁目３‐１３ 文具・事務用機器類 教材
有限会社小田工務店 679-2101 兵庫県姫路市船津町２５００ 役務の提供 その他清掃
越智電気設備管理事務所 659-0023 兵庫県芦屋市大東町５番１２－１０３号 役務の提供 設備保守・管理
お茶処　三和 651-1131 兵庫県神戸市北区北五葉１丁目１３－１ その他物品類 嗜好品
お茶処　万茶堂 657-0831 兵庫県神戸市灘区水道筋３－７－２ その他物品類 嗜好品
ＯＫＫＯ株式会社 167-0053 東京都杉並区西荻南一丁目１６番１９号 役務の提供 広告
株式会社オデックス 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲２１２７番地４ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社乙媛印刷社 797-0015 愛媛県西予市宇和町卯之町二丁目５３７番地 印刷類 地図
鬼本工業有限会社 679-2217 兵庫県神崎郡福崎町高岡１４６１ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社尾野興業運輸 679-4116 兵庫県たつの市神岡町沢田９４９番地の１ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社小野広告工芸 675-1316 兵庫県小野市天神町６６６－１ じゅう器類 幕・テント・看板
小野高速印刷株式会社 670-0933 兵庫県姫路市平野町６２番地 印刷類 活平版印刷
有限会社小野崎タイヤ商会 661-0975 兵庫県尼崎市下坂部３－２２－２２ 船舶・車両類 車両部品及び修理
ＮＰＯ法人ＯＮＯＨＵＮＴＩＮＧＣＬＵＢ 675-1378 兵庫県小野市９３３－５ 役務の提供 害虫駆除
小野マルタマフーズ株式会社 675-1367 兵庫県小野市敷地町１４１２－１ 役務の提供 その他役務
オノヤ金属産業株式会社 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町６‐３‐２０ 工事用材料類 建具
オノライティング 650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町１４－１ 一般機械器具設備類 電気設備
有限会社オハラ工芸 672-8071 兵庫県姫路市構２‐１２４ じゅう器類 幕・テント・看板
小幡電気設備管理事務所 651-2272 兵庫県神戸市西区狩場台２丁目６番１２号 役務の提供 設備保守・管理
尾花石油株式会社 675-1378 兵庫県小野市王子町７９９－８ 燃料・動力類 石油
株式会社オフィス・ノルチェ 604-8362 京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町８６１四条シティーハイツ２ 役務の提供 広告
有限会社オフィスアイ・イケガミ 101-0061 東京都神田三崎町２－１５－２　吉野ビル３号館 その他物品類 書籍
株式会社オフィス・オルタナティブ 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２丁目北２番２５号 役務の提供 各種調査・研究
オフィスごとう 675-2103 兵庫県加西市鶉野町１２４９‐１ じゅう器類 家具
株式会社オフィスサプラズ岸本商事 671-1102 兵庫県姫路市広畑区蒲田３丁目１７４‐１ じゅう器類 家具
有限会社オフィスサポート 671-0231 兵庫県姫路市御国野町深志野６３９番地３ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
有限会社オフィスジュン 651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町５丁目６番３号　三共ビル４０３ 役務の提供 イベント等企画
有限会社オフィスドリーム 653-0813 兵庫県神戸市長田区蓮宮通２丁目２‐１０ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
オフィスビー 656-0474 兵庫県南あわじ市市市１１３番地９ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社オフィスワイズ 105-0012 東京都港区芝大門１丁目６番５号 その他物品類 その他物品類
株式会社オプテージ 540-8622 大阪府大阪市中央区城見２丁目１番５号 役務の提供 その他役務
おべ工業株式会社 792-0801 愛媛県新居浜市菊本町２‐１４‐１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 153-0062 東京都目黒区三田１－６－２１ 医療・薬品類 医療機器
オリエントハウス株式会社 604-8437 京都府京都市中京区西ノ京東中合町４２番地 工事用材料類 仮設建物
オリオン・ラドセーフメディカル株式会社 141-0031 東京都品川区西五反田２－１２－１９ 役務の提供 建物保守・管理
オリジナル設計株式会社 151-0062 東京都渋谷区元代々木町３０－１３ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
オリックス・レンテック株式会社 141-0001 東京都品川区北品川５丁目５番１５号 リース・レンタル その他リース
オリックス・ファシリティーズ株式会社 600-8385 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 役務の提供 建物保守・管理
オリックスレンタカー関西株式会社 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通４‐２‐２０ リース・レンタル その他リース
株式会社オリバー 444-2137 愛知県岡崎市薮田１‐１‐１２ じゅう器類 家具
オリファサービス債権回収株式会社 169-0072 東京都新宿区大久保一丁目３番２１号 役務の提供 その他役務
オリンパスマーケティング株式会社 163-1412 東京都新宿区西新宿２－３－１ 医療・薬品類 医療機器
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株式会社温調サービス 654-0103 兵庫県神戸市須磨区白川台６－１２－５ 役務の提供 設備保守・管理
カーディオメディックス株式会社 700-0955 岡山県岡山市南区万倍１５５－３ 医療・薬品類 医療機器
株式会社快英社 670-0971 兵庫県姫路市西延末１０１‐１ 燃料・動力類 高圧ガス
株式会社海外物産 136-0082 東京都江東区新木場四丁目７番４５号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社会議録研究所 162-0844 東京都新宿区市谷八幡町１６番 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
一般財団法人海上災害防止センター 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目４番５号　横浜アイマークプレイス 役務の提供 各種調査・研究
海田工業株式会社 665-0051 兵庫県宝塚市高司５‐２‐３６ 役務の提供 資源回収
株式会社カイテック 162-0065 東京都新宿区住吉町１－１５ 役務の提供 その他電算業務
開発エンジニアリング株式会社 110-0014 東京都台東区北上野２丁目６番４号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
柏原神姫タクシー株式会社 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原字掛矢１１６２‐２ 船舶・車両類 車両販売
海洋エンジニアリング株式会社 110-0016 東京都台東区台東四丁目２８番１１号 農林水産業用品類 その他農林水産業用品類
一般社団法人海洋水産システム協会 103-0027 東京都中央区日本橋３‐１５‐８ 役務の提供 その他役務
株式会社海洋生態研究所 561-0808 大阪府豊中市原田元町３丁目３番４号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社科学装備研究所 164-0014 東京都中野区南台２‐４７‐８ その他物品類 その他物品類
加賀ソルネット株式会社 104-0032 東京都中央区八丁堀３‐２７‐１０ 理化学・計測機器類 計測機器
柿本工業株式会社 546-0012 大阪府大阪市東住吉区中野１丁目１４番２４号 役務の提供 その他清掃
鍵本産業株式会社 533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島３丁目１６番１０号 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社カクタス 550-0013 大阪府大阪市西区新町１丁目２８番１１号安川ビル５階 役務の提供 イベント等企画
株式会社ＫＡＫＵＤＡＩ 651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通１丁目１番１４号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社カクテン屋 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通１丁目９番１０号 百貨・日用品類 衣類
有限会社家具アンドインテリアあさの 651-1221 兵庫県神戸市北区緑町２丁目１５番６号 じゅう器類 家具
加古川ガス株式会社 675-0063 兵庫県加古川市加古川町平野５０１ 燃料・動力類 LPガス
社会福祉法人加古川つつじの家福祉会 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津６９１－４ その他物品類 その他物品類
鹿児島国際航空株式会社 892-8518 鹿児島県鹿児島市山下町９番５号 役務の提供 その他役務
籠辰商店 662-0918 兵庫県西宮市六湛寺町１－２２ 百貨・日用品類 荒物雑貨
株式会社籠谷 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅２丁目１番１７号 一般機械器具設備類 電気設備
有限会社加西平和堂スポーツ 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾３４１‐１ その他物品類 スポーツ用品
有限会社カザワトレーディング 658-0032 兵庫県神戸市垂水区星陵台３丁目５‐１４ 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社カシタニ 670-0974 兵庫県姫路市飯田三丁目１０２番地 百貨・日用品類 記念品・贈答品
株式会社樫本商店 668-0044 兵庫県豊岡市山王町８番３号 燃料・動力類 石油
梶川保険事務所 668-0852 兵庫県豊岡市江本６０６番地 役務の提供 その他役務
株式会社かじ源 669-1527 兵庫県三田市中町４番１７号 一般機械器具設備類 工作機器
有限会社梶工業 672-8011 兵庫県姫路市白浜町神田１－１－１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
梶田電気設備管理事務所 656-0005 兵庫県洲本市中川原町市原３０９－３ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社梶間商店 670-0983 兵庫県姫路市井ノ口２０７‐８ 百貨・日用品類 荒物雑貨
鹿島建物総合管理株式会社 162-0845 東京都新宿区市谷本村町２－１ 役務の提供 建物保守・管理
加治屋電気管理事務所 671-0244 兵庫県姫路市四郷町見野６０８番地２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社カスタネット 601-8037 京都府京都市南区東九条西河辺町３３番地 医療・薬品類 衛生材料
株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎１－２－９梅新ファーストビル 役務の提供 その他役務
株式会社カスミ 681-0003 鳥取県岩美郡岩美町浦富１７６５－１ 農林水産業用品類 その他農林水産業用品類
株式会社加速器分析研究所 214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町１２９番地１ 役務の提供 各種調査・研究
片岡建材建設株式会社 672-8075 兵庫県姫路市飾磨区思案橋９０－３ 役務の提供 産業廃棄物処理
形原造船株式会社 443-0104 愛知県蒲郡市形原町港町１３３番地の３ 船舶・車両類 船舶新造
株式会社片山商店 669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽４２０－１ 役務の提供 資源回収
株式会社価値総合研究所 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社勝島製作所 125-0063 東京都葛飾区白鳥４－１６－１８ 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
有限会社勝部重機 671-4231 兵庫県宍粟市波賀町有賀８３－５ 役務の提供 森林整備
株式会社羯摩 610-0261 京都府綴喜郡宇治田原町岩山沼尻６５番地の１ 役務の提供 その他役務
有限会社加津美スポーツ店 671-2576 兵庫県宍粟市鹿沢７７ その他物品類 スポーツ用品
株式会社カデックス 652-0042 兵庫県神戸市兵庫区東山町１‐１１‐２ 一般機械器具設備類 電気設備
カトーレック株式会社 135-0051 東京都江東区枝川２－８－７ 役務の提供 その他運送
株式会社加藤商店 668-0013 兵庫県豊岡市中陰３１８‐９ 燃料・動力類 石油
株式会社加藤製作所 140-0011 東京都品川区東大井１－９－３７ 一般機械器具設備類 建設機器
株式会社加東測量 673-1325 兵庫県加東市大畑５９４ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
有限会社かとう電器 668-0027 兵庫県豊岡市若松町４－１２ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ 102-8177 東京都千代田区富士見２丁目１３番３号 役務の提供 広告
株式会社角川アスキー総合研究所 113-0024 東京都文京区西片一丁目１７番８号　ＫＯＹＯＳＨＡ　ＫＳビル２階 役務の提供 イベント等企画
金井大道具株式会社 104-0041 東京都中央区新富二丁目８番１号 その他物品類 その他物品類
カナヱ商事株式会社 652-0813 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町１－４－２１ 工事用材料類 鋼材
株式会社金岡光輝園 656-2131 兵庫県淡路市志筑２２１９ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社金崎タイヤー商会 656-0101 兵庫県洲本市納１７６‐１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
金澤産業株式会社 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古３８６９ 役務の提供 産業廃棄物処理
ＫＡＮＡＴＡサ－ビス株式会社 561-0805 大阪府１－１９－３５ リース・レンタル その他リース
株式会社金谷建材店 665-0034 兵庫県宝塚市小林４‐１２‐５ 工事用材料類 砂利・砂・土
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株式会社カナデン 104-6215 東京都中央区晴海一丁目８番１２号　トリトンスクエアＺ棟 一般機械器具設備類 通信・音響機器
金谷高速印刷 668-0855 兵庫県豊岡市伏５６－１ 印刷類 活平版印刷
株式会社金山組 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘３丁目８番６号 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社かね庵 669-1311 兵庫県三田市加茂１１４２番地４ 役務の提供 清掃業務（屋外）
鐘ヶ江隆男電気設備管理事務所 661-0977 兵庫県尼崎市久々知３－８－２８ 役務の提供 設備保守・管理
鐘ヶ江電気設備管理事務所 661-0977 兵庫県尼崎市久々知３－８－１３ 役務の提供 設備保守・管理
金下建設株式会社 629-2251 京都府宮津市字須津４７１‐１ 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
株式会社金下工務店 668-0047 兵庫県豊岡市三坂町５‐９ 役務の提供 清掃業務（屋外）
金田運輸株式会社 662-0931 兵庫県西宮市前浜町３‐３６ 役務の提供 その他運送
株式会社金田組 670-0841 兵庫県姫路市城東町６３番地 役務の提供 産業廃棄物処理
有限会社金田商店 676-0811 兵庫県高砂市竜山２－３－２４ 役務の提供 資源回収
有限会社カネナカ 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿１２９６‐１ 燃料・動力類 LPガス
兼正興業株式会社 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町１－９－１０ 役務の提供 資源回収
兼松エレクトロニクス株式会社 104-8338 東京都中央区京橋二丁目１３番１０号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社伊藤梅商店 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松５８１‐１ 燃料・動力類 石油
株式会社大阪広業社 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎４丁目２番１１－２０７ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社ｃｅｐｔ 553-0001 大阪府大阪市福島区海老江８丁目４－５ 役務の提供 イベント等企画
株式会社Ｔ＆Ｎホールディングス 677-0033 兵庫県西脇市鹿野町４４８－１ その他物品類 スポーツ用品
株式会社株本産業 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３３８－１ 役務の提供 森林整備
釜井ピアノ工房 565-0853 大阪府吹田市春日４丁目１１－３－５０８ 役務の提供 その他役務
株式会社カマタニ 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺７８ 百貨・日用品類 衣類
鎌長製衡株式会社 761-0196 香川県高松市牟礼町牟礼２２４６番地 理化学・計測機器類 計測機器
有限会社カミカワ興産 671-2524 兵庫県宍粟市山崎町中２４２－３ 役務の提供 森林整備
株式会社上組 651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通四丁目１番１１号 役務の提供 その他運送
上郡ガスセンター株式会社 678-1232 兵庫県赤穂郡上郡町竹万３９５‐１ 燃料・動力類 LPガス
上郡サービス商会 678-1231 兵庫県赤穂郡上郡町上郡４５０‐１１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
神畑産業株式会社 670-0912 兵庫県姫路市南町１０ 工事用材料類 建具
株式会社亀井商店 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町３丁目９番１８号 百貨・日用品類 記念品・贈答品
株式会社亀井商店 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原６０－１ 燃料・動力類 LPガス
有限会社亀井動力工業 656-0101 兵庫県洲本市納２０９番地の２ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
亀喜工業株式会社 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町２‐２‐１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
亀山造園土木株式会社 670-0022 兵庫県姫路市小利木町１０－２ 役務の提供 その他役務
カヤバシステムマシナリー株式会社 514-0396 三重県津市雲出長常町１１２９番地１１ 役務の提供 その他役務
唐木栄研株式会社 550-0021 大阪府大阪市西区川口４－１０－８ その他物品類 その他物品類
苅田建設工業株式会社 660-0087 兵庫県尼崎市平左衛門町１８‐３１ 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
株式会社苅野 823-0004 福岡県宮若市磯光１１３４番地２ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社カルチャーエクスプレス 534-0013 大阪府大阪市都島区内代町２－１３－２ 医療・薬品類 衛生材料
株式会社　カレン 558-0013 大阪府大阪市住吉区我孫子東２丁目３番１０号 医療・薬品類 医療用薬品
株式会社川上建設 679-3103 兵庫県神崎郡神河町長谷１２２ 役務の提供 森林整備
川上産業株式会社 102-0076 東京都千代田区五番町６番地２ホーマットホライゾン４Ｆ 一般機械器具設備類 消防機器
有限会社川上タイヤ商会 671-2422 兵庫県姫路市安富町塩野１９８－５ 船舶・車両類 車両部品及び修理
川上電気設備管理事務所 675-0147 兵庫県加古郡播磨町南大中１‐７‐３０ 役務の提供 設備保守・管理
河北印刷株式会社 601-8461 京都府京都市南区唐橋門脇町２８番地 印刷類 活平版印刷
株式会社カワキ屋クリーニング店 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜２丁目２１－８ 役務の提供 クリーニング
株式会社川越 656-2131 兵庫県淡路市志築１６５８－２ 役務の提供 建物保守・管理
有限会社川崎商店 660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町２‐２‐４５ 役務の提供 産業廃棄物処理
川崎重工業株式会社 650-8680 兵庫県神戸市中央区東川崎町３丁目１－１ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
川崎石油株式会社 651-2251 兵庫県神戸市西区平野町下村字山下３０１‐１ 燃料・動力類 石油
河崎電気設備管理事務所 651-2131 兵庫県神戸市西区持子３丁目３４－９ 役務の提供 設備保守・管理
カワサキホーム有限会社 675-0143 兵庫県加古郡播磨町宮北１‐２‐２７ 役務の提供 その他役務
株式会社カワサキマシンシステムズ 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目１２番７号 その他物品類 その他物品類
株式会社カワサキライフコーポレーション 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社川嶋建設 668-0024 兵庫県豊岡市寿町１１‐３５ 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
株式会社川嶋本店 654-0035 兵庫県神戸市須磨区中島町２丁目４番１０号 役務の提供 その他役務
川重商事株式会社 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通８番 燃料・動力類 石油
川重ファシリテック株式会社 675-0155 兵庫県加古郡播磨町新島８番地 役務の提供 設備保守・管理
川重冷熱工業株式会社 525-8558 滋賀県草津市青池町１０００番地 役務の提供 設備保守・管理
カワセコンピュータサプライ株式会社 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋２‐４‐１０ＥＤＧＥ淀屋橋８階 印刷類 フォーム印刷
川田テクノシステム株式会社 101-0041 東京都千代田区神田須田町１－２５ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
河内設備工業 674-0094 兵庫県明石市二見町西二見７５７－１ 一般機械器具設備類 電気設備
有限会社かわちや 665-0034 兵庫県宝塚市小林５丁目１１番１号 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社カワニシ 700-8528 岡山県岡山市北区今１丁目４番３１号 医療・薬品類 医療機器
川西市清掃事業協同組合 666-0121 兵庫県川西市平野３－２－１１ 役務の提供 その他役務
株式会社川西洗装社 666-0005 兵庫県川西市萩原台東一丁目２６６ 役務の提供 清掃業務（建物）
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川西電気設備管理事務所 675-0057 兵庫県加古川市東神吉町神吉８２３－１０４ 役務の提供 設備保守・管理
川西電気設備管理事務所 656-0031 兵庫県洲本市千草巳７０ 役務の提供 設備保守・管理
川仁電気設備管理事務所 669-1322 兵庫県三田市すずかけ台２丁目８番地１０ 役務の提供 設備保守・管理
カワハラ事務センター 656-0051 兵庫県洲本市物部２‐１１‐１ じゅう器類 家具
川端電気設備管理事務所 651-1432 兵庫県西宮市すみれ台３丁目１４－２ 役務の提供 設備保守・管理
川村装飾株式会社 658-0053 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町６－１４－６ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
有限会社カワモト 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原５０５０番地 役務の提供 その他清掃
株式会社川本製作所 460-8650 愛知県名古屋市中区大須４－１１－３９ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社河本総合防災 252-0233 神奈川県相模原市中央区鹿沼台２丁目１番３号 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社カンエイメンテナンス 361-0022 埼玉県行田市桜町一丁目６番１０号 役務の提供 その他役務
株式会社カンキ 654-0043 兵庫県神戸市須磨区外浜町２丁目９番１９号 一般機械器具設備類 建設機器
合資会社神木商店 673-0445 兵庫県三木市１丁目１４５ 農林水産業用品類 その他農林水産業用品類
株式会社カンキョウ 675-2313 兵庫県加西市北条町黒駒６－３ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社カンキョウ 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場１丁目１１番９号長堀八千代ビル 役務の提供 設備保守・管理
環境衛生薬品株式会社 541-0053 大阪府大阪市中央区本町１－８－１２ 役務の提供 各種調査・研究
環境科学大阪株式会社 561-0883 大阪府豊中市岡町南１－１－１０ 役務の提供 各種調査・研究
環境管理株式会社 671-1211 兵庫県姫路市勝原区熊見３番地５ 役務の提供 その他役務
株式会社環境管理センター 193-0832 東京都八王子市散田町三丁目７番２３号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社環協技研 612-8395 京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町５０番地 役務の提供 各種調査・研究
株式会社環境技術センター 101-0052 東京都千代田区神田小川町一丁目８番地 役務の提供 各種調査・研究
環境計測株式会社 612-8419 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４ 役務の提供 各種調査・研究
環境システム株式会社 660-0893 兵庫県尼崎市西難波町４－１－８ 理化学・計測機器類 環境機器
環境システム株式会社 677-0026 兵庫県西脇市坂本５０番地１ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社環境清美 674-0071 兵庫県明石市魚住町金ヶ崎３５２‐１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
環境設計株式会社 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町１丁目４番２号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社環境総合研究所 530-0014 大阪府大阪市北区鶴野町４‐１１‐１２０６ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社環境総合リサーチ 619-0237 京都府相楽郡精華町光台二丁目３番９ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社環境ソルテック 676-0008 兵庫県高砂市荒井町新浜１‐２‐１ 役務の提供 その他役務
環境テクノス株式会社 612-8469 京都府京都市伏見区中島河原田町３０ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社環境テクノス 669-5231 兵庫県朝来市和田山町林垣２２１‐１ 役務の提供 その他役務
環境電子株式会社本社 814-0174 福岡県田隈二丁目十七番一号 理化学・計測機器類 計測機器
株式会社環境保全サービス 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島字宝来３０６７番地の１７ 役務の提供 その他役務
株式会社環境保全センター 651-2311 兵庫県神戸市西区神出町東字新内４９７－１ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社環境緑地設計研究所 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通２丁目２番３号サンエービル 役務の提供 各種調査・研究
株式会社かんぎ 668-0027 兵庫県豊岡市若松町９－２７ 一般機械器具設備類 消防機器
関計株式会社 553-0003 大阪府大阪市福島区福島６丁目１５番１０号 理化学・計測機器類 理化学機器
有限会社環研 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野１２９７番５ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社かんこう 536-0006 大阪府大阪市城東区野江１‐１２‐８ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社関工エンジニア 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足９４２－１ 役務の提供 各種調査・研究
有限会社関工建設コンサルタント 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足９４２－１ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社カンサイ 655-0038 兵庫県神戸市垂水区星陵台２丁目２‐２１ 文具・事務用機器類 教材
関西医療株式会社 675-0032 兵庫県加古川市加古川町備後３９４ 燃料・動力類 高圧ガス
関西ウェーブ株式会社 652-0803 兵庫県神戸市兵庫区大開通２－１－１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社関西衛生工業所 664-0839 兵庫県伊丹市桑津１－１－１２ 役務の提供 その他清掃
株式会社関西エンジニアリング 672-8040 兵庫県姫路市飾磨区野田町１６９ 役務の提供 設備保守・管理
関西環境科学株式会社 671-2216 兵庫県姫路市飾西６６番地３ 役務の提供 各種調査・研究
一般財団法人関西環境管理技術センター 550-0021 大阪府大阪市西区川口２丁目９‐１０ 役務の提供 各種調査・研究
関西環境建設株式会社 651-2405 兵庫県神戸市西区岩岡町野中字福吉５４０番地の６ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社関西環境センター 599-8276 大阪府堺市中区小坂２０４番２７ 役務の提供 その他役務
株式会社関西ガーデン 670-0946 兵庫県姫路市北条永良町６１ 役務の提供 その他役務
関西技術工業株式会社 668-0027 兵庫県豊岡市若松町１１‐１３ 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社関西計画技術研究所 540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町１‐２６ 役務の提供 各種調査・研究
関西警備株式会社 673-0016 兵庫県明石市松の内２丁目１番地８ 役務の提供 警備業務
関西警備保障株式会社 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町３－１－９ 役務の提供 警備業務
関西工管有限会社 652-0816 兵庫県神戸市兵庫区永沢町３－７－１４ 役務の提供 その他清掃
関西故金属株式会社 576-0054 大阪府交野市幾野６丁目３４番２号 役務の提供 資源回収
特定非営利活動法人関西こども文化協会 540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町１丁目２番１０号ＫＧブライトンビル６階 役務の提供 その他役務
関西写真工業株式会社 652-0863 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通４丁目２－９ 印刷類 青写真
株式会社関西情報センター 662-0918 兵庫県西宮市六湛寺町９番８号 役務の提供 その他電算業務
一般財団法人関西情報センター 540-6305 大阪府大阪市中央区城見１丁目３番７号　松下ＩＭＰビル５階 役務の提供 各種調査・研究
有限会社関西洗管工業 669-2124 兵庫県丹波篠山市不来坂４－１３ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社関西総合研究所 540-0026 大阪府大阪市中央区内本町１－１－１０ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社関西総合緑地 672-8014 兵庫県姫路市東山３９９ 農林水産業用品類 植物
関西造園土木株式会社 652-0047 兵庫県神戸市兵庫区下沢通２－２－２１ 役務の提供 森林整備
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商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
有限会社関西厨房 651-2142 兵庫県神戸市西区二ツ屋１丁目２８番１号 じゅう器類 ガス・厨房機器
株式会社関西通商 556-0014 大阪府大阪市浪速区大国１丁目４番２０号 医療・薬品類 その他医療・薬品類
有限会社関西デーリィ・サポート 679-1132 兵庫県多可郡多可町中区坂本５８－１ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
関西ディレクト株式会社 670-0072 兵庫県姫路市御立東２‐１４‐２４ 役務の提供 その他役務
株式会社関西電機工業所 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津８０６－５ 役務の提供 設備保守・管理
一般財団法人関西電気保安協会 530-6111 大阪府大阪市北区中之島３－３－２３ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社関西電子計測 679-2122 兵庫県姫路市豊富町御陰３２７８‐１３ 理化学・計測機器類 環境機器
株式会社関西電設 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古字南大池ノ内１６７９－１３ 一般機械器具設備類 電気設備
関西電力株式会社 530-8270 大阪府大阪市北区中之島３丁目６番１６号 燃料・動力類 電力
関西道路安全株式会社 670-0984 兵庫県姫路市町坪４番地の２ 工事用材料類 道路保安用品
関西ハウス工業株式会社 656-2223 兵庫県淡路市生穂１８０３－２ じゅう器類 家具
関西ハウス工業株式会社 556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川２－１１－２０　根来ビル４階 リース・レンタル その他リース
関西バスサービス株式会社 662-0824 兵庫県西宮市門戸東町１‐２６ 役務の提供 その他役務
関西パトロール株式会社 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町４－９６－８ 役務の提供 警備業務
関西パトロール神戸株式会社 651-0079 兵庫県神戸市中央区東雲通３丁目３番１８号 役務の提供 警備業務
関西パブリック工業株式会社 679-4169 兵庫県たつの市龍野町大道２‐１１ 役務の提供 その他清掃
関西日立株式会社 550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀１－３－７ 一般機械器具設備類 電気設備
関西美建株式会社 656-0014 兵庫県洲本市桑間２９５‐２ 役務の提供 清掃業務（建物）
関西ビジネスインフォメーション株式会社 530-0005 大阪府大阪市北区中之島三丁目２番１８号 役務の提供 広告
関西ホーチキエンジニアリング株式会社 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－１ 役務の提供 設備保守・管理
関西明装株式会社 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目２３－１０１ 役務の提供 清掃業務（建物）
関西ユナイトプロテクション株式会社 556-0004 大阪府大阪市浪速区日本橋西２－３－１２ 役務の提供 警備業務
株式会社関西リセール 679-2122 兵庫県姫路市豊富町御蔭５００－５５ 役務の提供 建物保守・管理
関西緑地建設株式会社 669-4135 兵庫県丹波市春日町稲塚３４８ 農林水産業用品類 植物
関西ロードサービス株式会社 563-0043 大阪府池田市神田３丁目１２番１４号 役務の提供 清掃業務（屋外）
神崎交通 679-2212 兵庫県神崎郡福崎町福田９３番地の７ 役務の提供 旅客運送
神崎石油株式会社 679-2205 兵庫県神崎郡福崎町東田原１１９３番１ 燃料・動力類 石油
管清工業株式会社 158-0098 東京都世田谷区上用賀一丁目７番３号 役務の提供 その他役務
株式会社かんぜおん 677-0033 兵庫県西脇市鹿野町１０５０‐２ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町１－３－５ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社管総研 661-8567 兵庫県尼崎市尼崎市浜一丁目１番１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
神田通信機株式会社 101-0043 東京都千代田区神田富山町２４番地 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社カンツール 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町１－３ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
神出介護タクシー 651-2312 兵庫県神戸市西区神出町南２６２－１ 役務の提供 旅客運送
株式会社関電エネルギーソリューション 530-0005 大阪府大阪市北区中之島２－３－１８ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社関電Ｌ＆Ａ 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島二丁目４番７号 リース・レンタル その他リース
株式会社かんでんエンジニアリング 530-6691 大阪府大阪市北区中之島６丁目２番２７号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社かんでんＣＳフォーラム 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町１－５－１４ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社かんでんジョイナス 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番１０号　梅田ダイビル７階 役務の提供 人材派遣
関電ファシリティーズ株式会社 540-6320 大阪府中央区城見１丁目３番７号 役務の提供 建物保守・管理
関電プラント株式会社 531-8502 大阪府大阪市北区本庄東２丁目９番１８号 役務の提供 設備保守・管理
関東物産株式会社 103-0023 東京都中央区日本橋本町一丁目５番９号 一般機械器具設備類 工作機器
カンノ空調株式会社 675-0008 兵庫県加古川市新神野３丁目８番１２号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社カンバラ 666-0024 兵庫県川西市久代１－１－１２ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社カンプリ 569-0823 大阪府高槻市芝生町二丁目５２番１０号 印刷類 青写真
株式会社カンポ 612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町２３３番地 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社関薬 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１２番３０号 医療・薬品類 医療用薬品
ガーデンガーデン株式会社 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町４丁目１６３‐１ 農林水産業用品類 植物
株式会社ガーデン松田 658-0082 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町１丁目１２番７号 役務の提供 害虫駆除
株式会社がく 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡３丁目７３の３ 医療・薬品類 医療機器
株式会社学情 100-0006 東京都千代田区有楽町１－１－３東京宝塚ビル７階 役務の提供 イベント等企画
株式会社ガラスセンター井上 672-8079 兵庫県姫路市飾磨区今在家１０１７‐２ 工事用材料類 建具
ガラスセンター和田 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家６３番地 工事用材料類 アルミサッシ
ガレージケンスピリット 651-2108 兵庫県神戸市西区伊川谷町前開１０６７ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社含香堂商店 669-3465 兵庫県丹波市氷上町横田６３６ 農林水産業用品類 農林水産業用薬品
公益財団法人元興寺文化財研究所 630-8392 奈良県奈良市中院町１１ 役務の提供 その他役務
株式会社キートン 651-2129 兵庫県神戸市西区白水３丁目１番２７号 役務の提供 広告
キートンコンサルティング株式会社 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜１－４－４　アクア堂島フォンターナ３階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
キー・ポイント株式会社 650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通１－２－７ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ｋｅｅｐ・Ｗ株式会社 569-0823 大阪府高槻市芝生町二丁目３５－４－２０３ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
菊川汽罐工業株式会社 653-0831 兵庫県神戸市長田区蓮宮通２‐７‐１ 役務の提供 設備保守・管理
菊水工業株式会社 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通７丁目３‐４ 役務の提供 設備保守・管理
菊地電気管理事務所 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１１９２‐１７１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社キクテック 457-0836 愛知県名古屋市南区加福本通１－２６ 工事用材料類 道路保安用品
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きくもとグラフィックス株式会社 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原２９３４‐１ 印刷類 活平版印刷
株式会社岸化学 770-0063 徳島県徳島市不動本町３丁目１６４５番地 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社岸本建材運輸 671-4131 兵庫県宍粟市一宮町１３６３‐１ 工事用材料類 砂利・砂・土
有限会社岸本出版印刷 652-0806 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町３‐２９ 印刷類 軽印刷
岸本電機株式会社 672-0101 兵庫県姫路市家島町真浦２３７５ 一般機械器具設備類 家電製品
岸本電業社 670-0851 兵庫県姫路市京口町１６ 一般機械器具設備類 電気設備
岸本無線工業株式会社 536-0016 大阪府大阪市城東区蒲生２‐７‐１０ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
有限会社喜匠 671-1242 兵庫県姫路市網干区浜田１３２０番地１３ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社気象工学研究所 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀一丁目８番５号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
気水工業株式会社 657-0059 兵庫県神戸市灘区篠原南町３‐２‐１２ 役務の提供 設備保守・管理
北大阪興業株式会社 533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島１‐１２‐１８ 役務の提供 清掃業務（建物）
北関西情報通信株式会社 668-0064 兵庫県豊岡市高屋１０８９番地７ 役務の提供 その他役務
北川造園土木有限会社 655-0048 兵庫県神戸市垂水区西舞子１丁目１番１３号 役務の提供 その他役務
有限会社北近畿環境開発 669-6561 兵庫県美方郡香美町香住区間室８‐１ 役務の提供 設備保守・管理
北近畿観光株式会社 669-5342 兵庫県豊岡市日高町久斗字スミダ８６番地１ 役務の提供 旅客運送
有限会社北近畿スカイサービス 669-5321 兵庫県豊岡市日高町土居２００－１ 役務の提供 害虫駆除
北沢産業株式会社 150-0011 東京都渋谷区東２丁目２３ー１０ じゅう器類 ガス・厨房機器
北田電気設備管理事務所 669-5313 兵庫県豊岡市日高町鶴岡６１６‐４ 役務の提供 設備保守・管理
キタックスエンジニアリング株式会社 803-0825 福岡県北九州市小倉北区白萩町２番６号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社喜谷運送サービス 666-0111 兵庫県川西市大和東１丁目４番地の１ 役務の提供 その他運送
北日本コンピューターサービス株式会社 010-0013 秋田県秋田市南通築地１５番３２号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社喜多農機 675-0057 兵庫県加古川市東神吉町神吉９３９－３ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
北野産業株式会社 670-0836 兵庫県姫路市神屋町３－３７－４ 燃料・動力類 石油
北野事務機 679-4164 兵庫県たつの市龍野町立町４‐７ じゅう器類 家具
北原商事有限会社 672-8098 兵庫県姫路市飾磨区富士見ヶ丘町１４ 理化学・計測機器類 理化学機器
北はりま森林組合 679-1201 兵庫県多可郡多可町加美区豊部１９２２‐４ 役務の提供 森林整備
北畠医科器械株式会社 536-0024 大阪府大阪市城東区中浜２－１８－１１ 医療・薬品類 医療機器
喜多見印刷株式会社 668-0013 兵庫県豊岡市中陰５４６‐２ 印刷類 活平版印刷
喜田電気設備管理事務所 658-0054 兵庫県神戸市東灘区御影中町３－２－４ 役務の提供 設備保守・管理
喜田電気設備管理事務所 675-2337 兵庫県加西市市村町１５４－１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社キッカドー 650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町４‐９‐１５ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社　吉香 110-6103 東京都千代田区永田町２－１１－１山王パークタワー３階 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
株式会社キッズコーポレーション 321-0963 栃木県宇都宮市南大通り２－６－１　ＫＩＤＳ　１ＳＴ　ＢＬＤ 役務の提供 その他役務
株式会社キットシステム 651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目１番１９号 役務の提供 その他電算業務
鬼頭電気設備管理事務所 664-0895 兵庫県伊丹市宮ノ前１丁目３番２４号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社きとみ電器 673-0022 兵庫県明石市王子２－１９－１９ 一般機械器具設備類 家電製品
機動警備株式会社 650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通７丁目１番１０号 役務の提供 警備業務
畿内情報サービス株式会社 671-0219 兵庫県姫路市飾東町豊国１１５９番２ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
木梨電気設備管理事務所 678-0258 兵庫県姫路市飾磨区英賀１丁目４１番地４号 役務の提供 設備保守・管理
衣笠運輸興業有限会社 678-1203 兵庫県赤穂郡上郡町尾長谷２６‐１ 役務の提供 その他運送
株式会社紀伊國屋書店 163-8636 東京都新宿区新宿三丁目十七番七号 その他物品類 書籍
株式会社キノシタ 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通１丁目５番１１号 じゅう器類 家具
有限会社木下印刷所 653-0037 兵庫県神戸市長田区大橋町２丁目１‐１３ 印刷類 軽印刷
株式会社木下楽器 669-2323 兵庫県丹波篠山市立町５５ その他物品類 楽器
株式会社木下抗菌サービス 163-1309 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 役務の提供 その他役務
株式会社木下電機 674-0094 兵庫県明石市二見町西二見７４９－２ 一般機械器具設備類 家電製品
キハラ株式会社 101-0062 東京都千代田区神田駿河台３‐５ じゅう器類 家具
株式会社規文堂 601-8467 京都府京都市南区唐橋大宮尻町１６‐１ じゅう器類 家具
木南書店 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮１０５６－１ その他物品類 書籍
木村工業株式会社 674-0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通１‐５‐１７ 役務の提供 産業廃棄物処理
木村工業株式会社 671-1107 兵庫県姫路市広畑区西蒲田１５５５ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
木村写真館 678-1231 兵庫県赤穂郡上郡町上郡１００‐６ その他物品類 写真
きむら商店 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本６４－１３ 百貨・日用品類 衣類
木村刃物販売株式会社 543-0044 大阪府大阪市天王寺区国分町１２番３号 一般機械器具設備類 工作機器
紀本電子工業株式会社 543-0024 大阪府大阪市天王寺区舟橋町３番１号 理化学・計測機器類 環境機器
株式会社キャドセンター 102-0073 東京都千代田区九段北１丁目８番１０号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
キャノンシステムアンドサポート株式会社 108-8225 東京都港区港南二丁目１６番６号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社キャビック 615-0907 京都府京都市右京区梅津段町８番地 役務の提供 旅客運送
キャプラン株式会社 100-8228 東京都千代田区大手町二丁目６番２号 役務の提供 その他役務
株式会社キャムズ 520-3017 滋賀県栗東市六地蔵７０９－３ 農林水産業用品類 その他農林水産業用品類
ＣＡＭＥＬ株式会社 668-0043 兵庫県豊岡市桜町１０‐１１ 役務の提供 イベント等企画
株式会社キャリアトラスト 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町４－３－１　神戸ストークビル２Ｆ 役務の提供 人材派遣
キャリアバンク株式会社 060-0005 北海道札幌市中央区北五条西五丁目７番地 役務の提供 その他役務
株式会社キャリアパワー 600-8216 京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町８４３‐２ 役務の提供 人材派遣
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商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
キャリアリンク株式会社 163-0433 東京都東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 役務の提供 その他役務
キャリアロード株式会社 105-0014 東京都港区芝三丁目３番１５号 役務の提供 人材派遣
有限会社キャン・ケイプランニング 530-0044 大阪府大阪市北区東天満１‐１２‐１７ 役務の提供 イベント等企画
株式会社キャンサースキャン 141-0031 東京都品川区西五反田１丁目３－８ 役務の提供 その他役務
キヤノンＩＴＳメディカル株式会社 140-8526 東京都品川区東品川二丁目４番１１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
キヤノン電子テクノロジー株式会社 105-0022 東京都港区海岸１‐４‐８ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 108-8011 東京都港区港南２－１６－６ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
キヤノンメディカルシステムズ株式会社 324-8550 栃木県大田原市下石上１３８５番地 医療・薬品類 医療機器
キヤノンメディカルファイナンス株式会社 103-0013 東京都中央区日本橋人形町二丁目１４番１０号 リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
キヤノンメドテックサプライ株式会社 211-0067 神奈川県川崎市中原区今井上町９番１号 医療・薬品類 医療機器
ＮＰＯ法人Ｑねっと関西 663-8113 兵庫県西宮市甲子園口３丁目１９番２０号 役務の提供 各種調査・研究
九州運輸建設株式会社 807-0811 福岡県北九州市八幡西区洞北町３－１１ 役務の提供 産業廃棄物処理
九電みらいエナジー株式会社 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院三丁目２番２３号ＫＭＧビル 燃料・動力類 電力
株式会社キョーエイ 577-0032 大阪府東大阪市御厨１－１－４ 医療・薬品類 医療用薬品
教育出版株式会社 135-0063 東京都江東区有明３－４－１０ＴＦＴビル西館 その他物品類 書籍
株式会社キョウエイアドインターナショナル 100-0011 東京都千代田区内幸町２－２－３ 役務の提供 広告
共栄印刷株式会社 650-0013 兵庫県神戸市中央区花隈町２２‐６ 印刷類 活平版印刷
株式会社共栄組 654-0049 兵庫県神戸市須磨区若宮町１－１－６ 工事用材料類 石材
株式会社教映社 535-0002 大阪府大阪市旭区大宮４丁目１５番６号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
共栄商事株式会社 583-0876 大阪府羽曳野市伊賀１丁目１４番１号 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社共栄設備 661-0961 兵庫県尼崎市戸ノ内町２丁目１２番６号 役務の提供 設備保守・管理
有限会社共栄綜合自動車工業 671-2522 兵庫県宍粟市山崎町杉ケ瀬３１１番地１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
共栄通商株式会社 675-0045 兵庫県加古川市西神吉町岸１００‐１ 医療・薬品類 工業用薬品
共栄電器工業株式会社 660-0815 兵庫県尼崎市杭瀬北新町１－１６－１ 役務の提供 設備保守・管理
協栄ビル管理株式会社 604-0993 京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町６７５‐１ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社共英メソナ 555-0001 大阪府大阪市西淀川区佃６丁目４番８号 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社協栄メディカルサービス 666-0014 兵庫県川西市小戸２－２－２２ 医療・薬品類 医療機器
株式会社京三製作所 230-0031 神奈川県横浜市鶴見区平安町２‐２９‐１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
共信コミュニケーションズ株式会社 141-0001 東京都品川区北品川５丁目９番１１号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社京信システムサービス 601-8016 京都府京都市南区東九条烏丸町５番地２ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
公益財団法人矯正協会 165-0026 東京都中野区新井３－３７－２ 百貨・日用品類 ゴム・革製品
有限会社協誠プランニング 650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町二丁目一番十四号建興ビル四〇一号 医療・薬品類 その他医療・薬品類
京セラコミュニケーションシステム株式会社 612-8450 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社 540-0004 大阪府大阪市中央区玉造１－２－３７ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社京都医療設計 607-8035 京都府京都市山科区四ノ宮神田町４番地 医療・薬品類 医療機器
株式会社京都イングス 612-8044 京都府京都市伏見区丹後町７１５ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社京都ウィード 612-8443 京都府京都市伏見区竹田藁屋町５０番地 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
京都工業株式会社 612-0007 京都府京都市伏見区深草下横縄町１５ 役務の提供 その他電算業務
一般財団法人京都市都市整備公社 600-8421 京都府京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６７番 役務の提供 その他役務
ＫＹＯＴＯ’Ｓ　３Ｄ　ＳＴＵＤＩＯ株式会 606-8306 京都府左京区吉田中阿達町３８番地７ 理化学・計測機器類 理化学機器
一般社団法人京都微生物研究所 607-8326 京都府京都市山科区川田御出町３番地の４ 役務の提供 その他役務
京都プロメド株式会社 602-0873 京都府京都市上京区河原町通丸太町下る伊勢屋町４０６マツヲビル２Ｆ 役務の提供 その他役務
社会福祉法人きょうどう 652-0016 兵庫県神戸市兵庫区馬場町５－１７ 役務の提供 清掃業務（屋外）
共同印刷株式会社 679-4164 兵庫県たつの市龍野町６２ 印刷類 活平版印刷
共同印刷西日本株式会社 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町２－１－２　沢の鶴ビル 印刷類 フォーム印刷
協同組合アジア福祉交流協会 671-1116 兵庫県姫路市広畑区正門通３丁目４‐３末次ビル２階 一般機械器具設備類 家電製品
協同建設株式会社 672-8023 兵庫県姫路市白浜町乙７８０‐１０ 役務の提供 その他清掃
共同ビルサービス株式会社 651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町２―６―３ 役務の提供 建物保守・管理
協同油業株式会社 659-0073 兵庫県芦屋市平田北町４－１０ 燃料・動力類 石油
共立興業株式会社 672-8031 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿１４２０－８ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
協立電機株式会社 422-8686 静岡県静岡市駿河区中田本町６１番１号 理化学・計測機器類 環境機器
株式会社協立道路サービス 658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町４‐１６‐２１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社共立メンテナンス 101-8621 東京都東京都千代田区外神田２－１８－８ 役務の提供 その他役務
株式会社協力自動車 652-0847 兵庫県神戸市兵庫区切戸町１‐１７ 船舶・車両類 車両部品及び修理
有限会社協和汽罐工業所 670-0996 兵庫県姫路市土山４‐１０‐２８ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
協和産商株式会社 530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町１番３９号 百貨・日用品類 荒物雑貨
共和商事株式会社 678-0051 兵庫県相生市那波大浜町１－８ 燃料・動力類 LPガス
協和テクノロジィズ株式会社 530-0016 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社共和電業 182-8520 東京都調布市調布ヶ丘３－５－１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社共和電子製作所 665-0051 兵庫県宝塚市高司４丁目３番３１号 役務の提供 各種調査・研究
キョウワプロテック株式会社 960-8061 福島県福島市五月町３番２０号 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社共和溶材 678-0051 兵庫県相生市那波大浜町１－８ 燃料・動力類 高圧ガス
株式会社旭成社 651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町１丁目５－９ 印刷類 活平版印刷
株式会社キョクトウ 577-0063 大阪府東大阪市川俣１丁目１４番３０号 印刷類 青写真
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株式会社極東エンタープライズ 651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町２－１－８ 役務の提供 産業廃棄物処理
極東興和株式会社 732-0052 広島県広島市東区光町２‐６‐３１ 工事用材料類 セメント2次製品
株式会社極東書店 101-8672 東京都千代田区神田三崎町２－７－１０ その他物品類 書籍
極東貿易株式会社 100-0004 東京都千代田区大手町２－２－１ 理化学・計測機器類 計測機器
極東リース株式会社 700-0941 岡山県岡山市北区青江２丁目８－４５ リース・レンタル その他リース
紀陽情報システム株式会社 640-8392 和歌山県和歌山市中之島２２４０番地 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
清原電気設備管理事務所 679-3433 兵庫県朝来市岩津１２６３ 役務の提供 設備保守・管理
近畿医療設備株式会社 564-0053 大阪府吹田市江の木町９－９ 役務の提供 設備保守・管理
近畿オイルシステム株式会社 660-0851 兵庫県尼崎市中在家町３－４８２－２ 役務の提供 産業廃棄物処理
近畿環境サービス株式会社 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島２‐１‐１２ 役務の提供 建物保守・管理
近畿協同ガス株式会社 675-2105 兵庫県加西市網引町７０６ 燃料・動力類 LPガス
株式会社近畿義肢製作所 651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬９９０‐１ 医療・薬品類 医療機器
近畿クリーンエイド販売株式会社 537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋１－１１－１０ 百貨・日用品類 その他記念品・日用品類
一般社団法人近畿建設協会 540-6591 大阪府大阪市中央区大手前１－７－３１大阪マーチャンダイズ・マートビ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社近畿工業 652-0051 兵庫県神戸市兵庫区里山町６５０ 役務の提供 設備保守・管理
近畿興産株式会社 660-0054 兵庫県尼崎市西立花町２丁目２７番１号 役務の提供 清掃業務（建物）
近畿鋼材 660-0085 兵庫県尼崎市元浜町１－９２ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社近畿サニタリーサプライ 665-0835 兵庫県宝塚市旭町２－２０－２ 百貨・日用品類 荒物雑貨
株式会社キンキ酸器 564-0053 大阪府吹田市江の木町２１番４号 医療・薬品類 医療用薬品
近畿酸素株式会社 669-2312 兵庫県丹波篠山市菅１５５番１号 燃料・動力類 高圧ガス
近畿システム管理株式会社 660-0804 兵庫県尼崎市北大物町１６番５５号 役務の提供 警備業務
株式会社近畿システムプラン 572-0803 大阪府寝屋川市梅が丘１－５－２１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
キンキ商事株式会社 536-0008 大阪府大阪市城東区関目４丁目３－２５ 医療・薬品類 医療用薬品
キンキ寝具株式会社 533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里３－７－４３ リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
有限会社近畿情報開発 662-0864 兵庫県西宮市越水町１－４ 印刷類 活平版印刷
近畿設備株式会社 530-0043 大阪府大阪市北区天満３－９－６ 役務の提供 設備保守・管理
近畿中央ヤクルト販売株式会社 567-0862 大阪府茨木市美沢町１５番３０号 その他物品類 嗜好品
有限会社近畿調理機 678-0258 兵庫県赤穂市古浜町８３番地 じゅう器類 ガス・厨房機器
キンキテレコム株式会社 670-0057 兵庫県姫路市北今宿１丁目９番１３号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
近畿電気消防保安株式会社 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３－３－１０ 一般機械器具設備類 電気設備
近畿電設サービス株式会社 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町１‐１７ 役務の提供 設備保守・管理
近畿特殊整機株式会社 651-2112 兵庫県神戸市西区大津和三丁目５番地の２ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
近畿日本ツーリスト株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿２－６－１ 役務の提供 旅客運送
近畿ビルサービス株式会社 584-0066 大阪府富田林市錦織北１‐１６‐３８ 役務の提供 清掃業務（建物）
近畿物産株式会社 577-0046 大阪府東大阪市西堤本通西１丁目４番２３号 じゅう器類 ガス・厨房機器
近畿無線工業株式会社 540-0021 大阪府大阪市中央区大手通２－３－９ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
キングラン関西株式会社 564-0043 大阪府吹田市南吹田５‐１‐１２ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
株式会社近代設計 101-0044 東京都千代田区鍛冶町１－９－１６ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
近鉄ファシリティーズ株式会社 542-0076 大阪府大阪市中央区難波２‐２‐３ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社きんでん 531-8550 大阪府大阪市北区本庄東２丁目３番４１号 一般機械器具設備類 電気設備
きんでん関西サービス株式会社 537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋１丁目１３番１３号 役務の提供 設備保守・管理
キンパイ商事株式会社 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原２‐１‐３　ＳＯＲＡ新大阪２１・１４０１室 一般機械器具設備類 消防機器
金陵電機株式会社 532-0033 大阪府大阪市淀川区新高３‐３‐１１ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社ぎじろくセンター 755-0192 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地１２ 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
株式会社ぎじろくセンター 683-0801 鳥取県米子市新開１‐４‐２７ 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
株式会社議事録発行センター 700-0035 岡山県岡山市北区高柳西町１番２３号 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
ギャラクシーコーポレーション株式会社 222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５８番地７ 役務の提供 その他役務
ギャレットジャパン株式会社 591-8002 大阪府堺市北区北花田町三丁３１番地の１２ リース・レンタル その他リース
株式会社ギヤレックス兵庫 662-0943 兵庫県西宮市建石町５番３３号 百貨・日用品類 衣類
株式会社ぎょうせい 136-8575 東京都江東区新木場１－１８－１１ 印刷類 活平版印刷
仰星監査法人 102-0081 東京都千代田区四番町６番地東急番町ビル 役務の提供 その他役務
一般社団法人行政経営支援機構 538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤１丁目１２番１３－２０７号 役務の提供 その他役務
行政システム株式会社 190-0012 東京都立川市曙町二丁目２２番２０号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
クアナ技研株式会社 604-8437 京都府京都市中京区西ノ京東中合町２８番地 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
クオール株式会社 105-8452 東京都港区虎ノ門四丁目３番１ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
株式会社クオリティライフ・クリエイト 460-0003 愛知県名古屋市中区錦２‐８‐２４ 役務の提供 その他役務
株式会社日下部 670-0931 兵庫県姫路市坂田町１５６ 百貨・日用品類 ゴム・革製品
楠田設備工業株式会社 679-2212 兵庫県神崎郡福崎町福田字五郎田２０８－１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社クニイデンキ 652-0803 兵庫県神戸市兵庫区大開通７丁目４番８号 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社クニエ 100-8101 東京都千代田区大手町二丁目３番２号 役務の提供 各種調査・研究
國富株式会社 737-0822 広島県呉市築地町６番１号 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社国中環境開発 580-0026 大阪府松原市天美我堂三丁目６７番地の１ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社久保 541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町２丁目６番１号 医療・薬品類 その他医療・薬品類
株式会社クボ医療 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通５丁目２－５ 役務の提供 その他役務
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株式会社クボタ 556-8601 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
クボタ環境サービス株式会社 104-8307 東京都中央区京橋二丁目１番３号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
クボタ機工株式会社 573-0004 大阪府枚方市中宮大池１丁目１番１号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社クボタ計装 338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀５‐２‐３６ 理化学・計測機器類 計測機器
クボタシステムズ株式会社 556-8601 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
久保電気設備管理事務所 666-0036 兵庫県川西市花屋敷山手町１４番２３号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社熊谷興産 700-0941 岡山県岡山市北区青江５丁目２２番３４号 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
クマクラ電機株式会社 675-2321 兵庫県加西市北条町東高室７４ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社クマザワ技研 971-1321 兵庫県たつの市御津町苅屋４６４－６ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
株式会社熊田造園 672-8023 兵庫県姫路市白浜町乙３０－７ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社クマヒラ 103-0023 東京都中央区日本橋本町１－１０－３ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
熊本電力株式会社 862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目３６番９号県庁東門前ビル 燃料・動力類 電力
クマリフト株式会社 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀１－１２－２０ 役務の提供 設備保守・管理
久米石油株式会社 656-0304 兵庫県南あわじ市松帆古津路１８４ 燃料・動力類 石油
クモノスコーポレーション株式会社 562-0035 大阪府箕面市船場東２丁目１番１５号 理化学・計測機器類 計測機器
株式会社クライオバック 555-0013 大阪府大阪市西淀川区千舟２－１２－１４ 理化学・計測機器類 理化学機器
クラウドグレイス株式会社 160-0004 東京都新宿区四谷三丁目１３番２４号 役務の提供 人材派遣
クラウドユニオン 640-8481 和歌山県和歌山市直川２５０１－１ 役務の提供 その他役務
倉尾電気設備管理事務所 656-2151 兵庫県淡路市大町畑５９６番地３ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社クラスターシステムズ 231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通３６番地１９０４号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
有限会社クラフトワーク 678-1241 兵庫県赤穂郡上郡町山野里２４００－１０ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社クラボウインターナショナル 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町２丁目４番３１号　クラボウ本社ビル５Ｆ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
株式会社倉本産業 170-8417 東京都豊島区東池袋３－７－４ 百貨・日用品類 衣類
有限会社倉本測量 669-3166 兵庫県丹波市山南町小野尻１１８ 役務の提供 各種調査・研究
クリーン有限会社 668-0852 兵庫県豊岡市江本５６－２ 役務の提供 害虫駆除
有限会社クリーンアークス 666-0211 兵庫県川辺郡猪名川町仁頂寺字渕前２５番地 役務の提供 産業廃棄物処理
有限会社クリーン＆リサイクルＡＷＡＩ 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋磯１０９６－３１ 役務の提供 その他役務
株式会社クリーン工房 330-6030 埼玉県さいたま市中央区新都心１１‐２さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社クリーンステージ 594-1144 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番３０号 役務の提供 産業廃棄物処理
クリーン発酵株式会社 716-1411 岡山県真庭市上水田７３４１番地 役務の提供 産業廃棄物処理
クリーンフィックス衛生工房 651-2242 兵庫県神戸市西区井吹台東町１－２－１－１－９０２ 医療・薬品類 衛生材料
株式会社クリーンボーイ 665-0054 兵庫県宝塚市鹿塩１‐２１６‐１ 役務の提供 清掃業務（建物）
有限会社クリーンみなと 651-2108 兵庫県神戸市西区伊川谷町前開１０６８番地 リース・レンタル その他リース
クリアー 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋２６‐４ 医療・薬品類 工業用薬品
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社 541-0055 大阪府大阪市中央区船場中央２－２－５－２３３ 役務の提供 その他役務
クリアソリューションズ株式会社 460-0011 愛知県名古屋市中区大須一丁目３５－１８ 役務の提供 その他役務
株式会社クリエイターズユニオン 540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋２‐１‐３０ 役務の提供 広告
株式会社クリエイタス 730-0004 広島県広島市中区東白島町１９番３号 役務の提供 清掃業務（建物）
クリエイティブクリーン株式会社 104-0028 東京都中央区八重洲二丁目１０番１０号新八重洲ビル３階 役務の提供 清掃業務（建物）
クリエイティブジャパン 530-0047 大阪府大阪市北区西天満４－１２－１１ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社ｃｒｅ８ｔｉｖｅｗｏｒｋｓ 673-0894 兵庫県明石市港町２番７号 じゅう器類 ガス・厨房機器
株式会社クリエイト 675-2105 兵庫県加西市下宮木町５７７ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社クリオ産商 660-0874 兵庫県尼崎市西本町２‐５９ 工事用材料類 鋼材
株式会社クリシェ 671-2212 兵庫県姫路市川西１７‐３ リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
株式会社クリタス 171-0022 東京都豊島区南池袋１－１１－２２ 役務の提供 設備保守・管理
Ｃｌｉｃｋ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 150-0011 東京都渋谷区東１－１－３６キタ・ビルデンス１Ｆ 医療・薬品類 医療機器
株式会社クリハラント 530-0047 大阪府大阪市北区西天満４－８－１７　宇治電ビルディング６階 役務の提供 設備保守・管理
株式会社栗本鐵工所 550-8580 大阪府大阪市西区北堀江１丁目１２番１９号 工事用材料類 管工事材料
株式会社クレアチオ 670-0947 兵庫県姫路市飾磨区構４丁目１４０番地　ｂａｓｅＡビル 印刷類 活平版印刷
株式会社クレイブ 558-0004 大阪府大阪市住吉区長居東１丁目８番９号 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社クレベ 572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町２‐１‐４ 役務の提供 旅客運送
株式会社くれよん 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原７７６番地１ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社クローバー情報システム 661-0691 兵庫県尼崎市戸ノ内町３丁目１５番１２ 印刷類 軽印刷
株式会社クローバー・アドヴァンス 532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野１丁目８番１９号朝日生命十三新北野ビル６階 役務の提供 警備業務
株式会社クロサキ 670-0933 兵庫県姫路市平野町５７ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
クロス・マーケティング 163-1424 東京都新宿区西新宿３－２０－２東京オペラシティタワー２４階 役務の提供 各種調査・研究
株式会社クロスランゲージ 102-0094 東京都千代田区紀尾井町３番６号 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
有限会社黒田印刷所 656-0053 兵庫県洲本市上物部２－７－３７ 印刷類 活平版印刷
黒田電気設備管理事務所 671-1211 兵庫県姫路市勝原区熊見２８９番地１４ 役務の提供 設備保守・管理
黒田電気設備管理事務所 673-1232 兵庫県三木市吉川町金会１０６３番地の５７ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社黒田モータース 675-2312 兵庫県加西市北条町北条１６０ 船舶・車両類 車両部品及び修理
クロマトサイエンス株式会社 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島４丁目２番１２号ＣＳビル 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社桑田造園土木 671-1553 兵庫県揖保郡太子町老原２３８－１ 役務の提供 その他役務
株式会社グッズ・ドテヤマ 652-0801 兵庫県神戸市兵庫区中道通三丁目２番１０号 文具・事務用機器類 文具・事務用品
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株式会社グッドスタッフ 173-0026 東京都板橋区中丸町１１番２号ワコーレ要町ビル７階 役務の提供 その他役務
株式会社グラップラー 596-0054 大阪府岸和田市宮本町４０‐３ 一般機械器具設備類 消防機器
グラビス・アーキテクツ株式会社 107-0052 東京都港区赤坂二丁目２０番５号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
グランアレグリア 672-8043 兵庫県姫路市３－２４ 役務の提供 その他電算業務
株式会社グランド楽器 658-0083 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町１‐７‐１ その他物品類 楽器
グリーンアワジ株式会社 656-0101 兵庫県洲本市納１５３番地の１ 農林水産業用品類 植物
株式会社グリーンエコ 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 役務の提供 各種調査・研究
グリーン航業株式会社 102-0084 東京都千代田区二番町５番地５ 印刷類 地図
株式会社グリーン興産 671-4141 兵庫県宍粟市一宮町東河内１００３ 役務の提供 森林整備
グリーン工房いなざわ 671-2573 兵庫県宍粟市山崎町大沢９１７ 農林水産業用品類 植物
株式会社グリーンテクノ 658-0003 兵庫県神戸市東灘区本山北町３－１１－１ その他物品類 スポーツ用品
株式会社グリーンテクノス 658-0015 兵庫県神戸市東灘区本山南町８丁目６番２６号 燃料・動力類 高圧ガス
グリーンネットワーク協同組合 651-2146 兵庫県神戸市西区宮下３丁目２２番１２号 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社グリーンハウス 163-1477 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 役務の提供 その他役務
グリーンバスター 670-0952 兵庫県姫路市南条４３７－２ 役務の提供 清掃業務（屋外）
グリーンブルー株式会社 221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１‐１４‐１２ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
グリーンホスピタルサプライ株式会社 565-0853 大阪府吹田市春日３‐２０‐８ 医療・薬品類 医療機器
株式会社グリーンメディカル 135-0051 東京都江東区潮見二丁目８番１０号 医療・薬品類 医療機器
株式会社グリーンライフ 663-8114 兵庫県西宮市上甲子園５‐６‐２ 役務の提供 清掃業務（屋外）
グリーンロード株式会社 655-0874 兵庫県神戸市垂水区美山台２－１８－１４ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社ぐるなび 100-0006 東京都千代田区有楽町１－２－２ 役務の提供 広告
有限会社グレイスプランニング 670-0965 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町６６－３０１ 役務の提供 イベント等企画
株式会社グローバル・トゥエンティ・ワン 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通４－２－８田嶋ビル５階 役務の提供 イベント等企画
株式会社グローバルグリーン 669-1529 兵庫県三田市中央町１１－７－２ 役務の提供 産業廃棄物処理
グローバル建設株式会社 679-3301 兵庫県朝来市生野町口銀谷２２８７ 役務の提供 森林整備
株式会社グローバルステージ 105-0014 東京都港区芝１－１４－４ 役務の提供 清掃業務（建物）
グローバルソリューションズ株式会社 540-0024 大阪府大阪市中央区南新町ＥＸＣＥＬＢＬＤＧ５Ｆ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
グローバルデザイン株式会社 420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町１７‐１　葵タワー１６階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
グローバルトランスポート株式会社 451-0063 愛知県名古屋市熱田区四番一丁目１０番４号 役務の提供 その他運送
株式会社グロービック 332-0011 埼玉県川口市元郷五丁目６番９号 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
株式会社グローブ 556-0029 大阪府大阪市浪速区芦原１－４－９ 理化学・計測機器類 計測機器
グローリー株式会社 670-8567 兵庫県姫路市下手野１－３－１ 文具・事務用機器類 その他文具・事務用機器
株式会社グローリーアーキテクトワークス 651-2111 兵庫県神戸市西区池上四丁目２－１ 工事用材料類 その他工事用材料類
株式会社グロウス 653-0834 兵庫県神戸市長田区川西通５丁目１０２番地の１ 百貨・日用品類 ゴム・革製品
株式会社グロックス 104-6025 東京都中央区晴海１－８－１０トリトンスクエアＸ棟２５階 医療・薬品類 その他医療・薬品類
株式会社グロップ 703-8247 岡山県岡山市中区さい東町２－２－５ 印刷類 その他印刷類
群桐エコロ株式会社 370-0351 群馬県太田市新田大町６００番２６ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社ＫＲＣ 812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵２－７－１８ 役務の提供 その他役務
株式会社ケーエスケー 540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋１番２０号 医療・薬品類 医療用薬品
ケーエスピー株式会社 531-0041 大阪府大阪市北区天神橋７丁目１２－１４－２０３ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ＫＳＰ・ＷＥＳＴ 101-0032 東京都千代田区岩本町１－３－８国際岩本ビル６Ｆ 役務の提供 警備業務
株式会社ケーオウエイ 683-0853 鳥取県米子市両三柳３２８ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社ＫＣＳソリューションズ 650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通３丁目３番９号 役務の提供 その他電算業務
株式会社ＫＧＳ 599-8273 大阪府堺市中区深井清水町３７６１番地 役務の提供 各種調査・研究
ケーテーシステム株式会社 653-0035 兵庫県神戸市長田区庄田町４－１－１３ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ケー・デー・シー 105-0001 東京都港区虎ノ門４丁目２番１２号 役務の提供 人材派遣
株式会社ケーディーエム 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北２番２５号 印刷類 地図
株式会社ケアコム 182-0025 東京都調布市多摩川３‐３５‐４ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社ケアフードサービス 651-2276 兵庫県神戸市中央区栄町通１丁目２番１号建栄ビル６階６０５号室 役務の提供 その他役務
ケアライフ・メディカルサプライ株式会社 592-8333 大阪府堺市西区浜寺石津町西２丁１番６号 役務の提供 その他役務
株式会社ＫＥＧキャリア・アカデミー 640-8342 和歌山県和歌山市友田町２丁目１４５番地ＫＥＧ教育センタービル 医療・薬品類 衛生材料
ＫＳＳ株式会社 208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ＫＭＫ’ｓ兵庫 666-0013 兵庫県川西市美園町１－３－２００ 役務の提供 警備業務
株式会社ＫＥｉＫＡコーポレーション 654-0028 兵庫県神戸市須磨区常磐町２－２－５ その他物品類 その他物品類
Ｋクリーン株式会社 671-0256 兵庫県姫路市花田町高木７０番地７ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社ケイケイ商会 670-0043 兵庫県姫路市小姓町３５番地の１ 船舶・車両類 車両販売
ケイコン株式会社 613-0903 京都府京都市伏見区淀本町２２５ 工事用材料類 セメント2次製品
警察共済組合 102-8588 東京都千代田区三番町６－８ 役務の提供 その他役務
一般財団法人経済調査会 105-0004 東京都港区新橋６－１７－１５ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ＫＣＣ 812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町１番３５号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社京伸 540-0017 大阪府大阪市中央区松屋町住吉６－１６ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社京津管理 607-8136 京都府京都市山科区大塚丹田３５－４ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ケイジェイエス 652-0898 兵庫県神戸市兵庫区駅前通５丁目２番２０号 役務の提供 建物保守・管理
有限会社ケイジェイシステム 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口６８７‐５７ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ

26 / 90 ページ



令和２・３・４年度　兵庫県物品関係入札参加資格者名簿 （令和４年４月１日現在）

商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
株式会社ケイズ 604-0925 京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４７４番地 印刷類 地図
計測システム株式会社 670-0972 兵庫県姫路市手柄三和４７－５ 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
慧通信技術工業株式会社 650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町８番２号 一般機械器具設備類 電気設備
有限会社ケイティエス 669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷２１３番地の３４ 印刷類 青写真
ケイティケイ株式会社 461-0001 愛知県名古屋市東区泉２－３－３ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社ＫＤＣ 555-0013 大阪府大阪市西淀川区千舟３丁目３番２号 役務の提供 その他役務
ＫＤＤＩ株式会社 102-8460 東京都千代田区飯田橋３丁目１０番１０号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
ＫＤＤＩまとめてオフィス関西株式会社 540-0001 大阪府大阪市中央区城見２丁目２番７２号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社ＫＤＤＩエボルバ 163-0023 東京都新宿区西新宿１－２３－７　新宿ファーストウエスト 役務の提供 その他役務
京阪神道路サービス株式会社 650-0031 兵庫県神戸市中央区東町１２３番地－１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社警備ひゃく 672-8044 兵庫県姫路市飾磨区下野田二丁目３１３番地１ 役務の提供 警備業務
株式会社慶緑 673-0024 兵庫県明石市南王子町９番２０号 役務の提供 森林整備
ケニス株式会社 733-0003 広島県広島市西区三篠町二丁目９番１５号 理化学・計測機器類 理化学機器
ケミストーン 654-0053 兵庫県神戸市須磨区天神町１－４－１２ 医療・薬品類 工業用薬品
株式会社健康日本総合研究所 712-8046 岡山県倉敷市福田町古新田１２１４‐１７ 医療・薬品類 医療機器
株式会社健康保険医療情報総合研究所 100-0013 東京都千代田区霞が関３‐２‐１　霞が関コモンゲート西館２０階 役務の提供 その他役務
株式会社ケンセイ 533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２２ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社建設環境コンサルティング 540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 役務の提供 建物保守・管理
株式会社建設技術研究所 103-8430 東京都中央区日本橋浜町３‐２１‐１ 役務の提供 各種調査・研究
有限会社ケンソー 670-0811 兵庫県姫路市野里５０９ー７ 百貨・日用品類 荒物雑貨
株式会社ケント 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町６１　ＫＭ８８土田ビル２０２ 文具・事務用機器類 教材
株式会社研文社 660-0095 大阪府大阪市北区堂山町１３番１７号 印刷類 活平版印刷
株式会社劇団飛行船 214-0033 神奈川県川崎市多摩区東三田３－４－１６ 役務の提供 イベント等企画
株式会社ゲネシスコンマース 100-0013 東京都千代田区霞が関３－２－６東京倶楽部ビルディング９階 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社元生 651-1243 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字芝床６８－３ 医療・薬品類 衛生材料
株式会社元創 166-0003 東京都杉並区高円寺南三丁目２４番３１号 その他物品類 その他物品類
株式会社現代けんこう出版 130-0026 東京都墨田区両国一丁目１２番８号 印刷類 活平版印刷
株式会社コークス 620-0856 京都府福知山市土師宮町二丁目１３３番地 リース・レンタル リース（事務機器）
株式会社コーセイカン 701-0112 岡山県倉敷市下庄１１２６番の６ 役務の提供 その他電算業務
株式会社コート 761-0704 香川県木田郡三木町大字下高岡３２２２ 工事用材料類 道路保安用品
コーナン商事株式会社 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町６丁６３７番地１ 百貨・日用品類 荒物雑貨
株式会社コーネットワーク 555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島１‐１４‐１８ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
コーベフーズ株式会社 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号 役務の提供 その他役務
コーベベビー株式会社 658-0053 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町２丁目１９番２１号 リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
株式会社コーベヤ 673-0403 兵庫県三木市末広２－４－８ その他物品類 スポーツ用品
株式会社コーユービジネス 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町１‐６‐２０ 印刷類 フォーム印刷
コーユーレンティア株式会社 105-0004 東京都港区新橋六丁目１７番１５号 役務の提供 イベント等企画
株式会社コア 154-8552 東京都世田谷区三軒茶屋１－２２－３ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
コアグローバルマネジメント株式会社 104-0028 東京都中央区八重洲二丁目１０番１０号新八重洲ビル３階 役務の提供 その他役務
株式会社コアズ 460-0003 愛知県名古屋市中区錦１丁目１６番２０号 役務の提供 警備業務
小池酸素工業株式会社 130-0012 東京都墨田区大平２－１０－１０ユナイトビル錦糸町 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社小池メディカル 132-0031 東京都江戸川区松島１丁目２４－８ 燃料・動力類 高圧ガス
小泉製麻株式会社 657-0864 兵庫県神戸市灘区新在家南町一丁目２番１号 一般機械器具設備類 消防機器
コイト電工株式会社 244-8571 静岡県駿東郡長泉町南一色７２０番地 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社コウエイ 538-0041 大阪府鶴見区今津北１丁目１０番１１号 百貨・日用品類 ゴム・革製品
光栄産業株式会社 670-0947 兵庫県姫路市北条１－４０８－５ 役務の提供 清掃業務（建物）
光栄商会 668-0822 兵庫県豊岡市奥野２６ 百貨・日用品類 荒物雑貨
光栄自動車整備株式会社 670-0058 兵庫県姫路市車崎１‐８‐３３ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社公園マネジメント研究所 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町２ー２ー２２ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
幸岡石油株式会社 668-0027 兵庫県豊岡市若松町３‐６ 燃料・動力類 石油
甲賀高分子株式会社 520-3188 滋賀県湖南市石部北一丁目４番２６号 医療・薬品類 その他医療・薬品類
株式会社興喜通信 655-0006 兵庫県神戸市垂水区本多聞３丁目５番２３号本多聞ハイツ２Ｆ２０１号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社広輝堂 675-2324 兵庫県加西市北条町東南１０１‐５ 印刷類 活平版印刷
虹技株式会社 671-1133 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町四丁目１番地 工事用材料類 鋼材
株式会社工業市場研究所 105-0003 東京都港区西新橋３丁目６番地１０号　マストライフ西新橋ビル 役務の提供 各種調査・研究
一般財団法人航空機安全運航支援センター 105-0003 東京都港区西新橋二丁目１１番６号ニュー西新橋ビル５階 役務の提供 その他役務
株式会社広告のハミルトン 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町４‐８‐１ 役務の提供 広告
甲子園金属株式会社 663-8241 兵庫県西宮市津門大塚町８‐２ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社甲子園ユニフォーム 663-8152 兵庫県西宮市甲子園町３０‐１５ 百貨・日用品類 衣類
株式会社甲進 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通２－３－５ 役務の提供 設備保守・管理
光伸株式会社 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見六丁目９番２６号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社公詢社 652-0891 兵庫県神戸市兵庫区西宮内町２‐１８ 役務の提供 その他役務
耕成印刷株式会社 660-0823 兵庫県尼崎市大物町２丁目８番１２号 印刷類 軽印刷
工成建設株式会社 671-1231 兵庫県姫路市網干区大江島６７４ 役務の提供 その他清掃
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株式会社弘盛モータース 658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２６ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社高速オフセット 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３丁目４番５号 印刷類 活平版印刷
株式会社高知電子計算センター 780-0870 高知県高知市本町４丁目１番１６号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社交通アドセンター 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１丁目１２番１０号 役務の提供 広告
株式会社交通システム研究所 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島７－１－２０ 役務の提供 各種調査・研究
上月産業株式会社 675-0018 兵庫県加古川市野口町坂元３３‐１ 一般機械器具設備類 工作機器
株式会社興電社 672-8580 兵庫県姫路市飾磨区中島１１９３－１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社高電社 102-0092 東京都千代田区隼町２番１３号プライムビル３階 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
光電メディカル株式会社 191-0012 東京都日野市大字日野１１５２番地の２ 医療・薬品類 医療機器
株式会社甲南画材 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通５－３－１ 文具・事務用機器類 教材
合同会社甲南キッチン 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町２丁目１１－５ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社甲南ビル管理 657-0055 兵庫県神戸市灘区上河原通１丁目３番２号 役務の提供 清掃業務（建物）
甲南防疫株式会社 663-8104 兵庫県西宮市天道町２－２８ 役務の提供 害虫駆除
甲南防災設備株式会社 663-8247 兵庫県西宮市津門稲荷町６‐１３ 一般機械器具設備類 消防機器
甲南冷機株式会社 657-0845 兵庫県神戸市灘区岩屋中町３‐１‐８ 一般機械器具設備類 電気設備
河野医科器械株式会社 651-0097 兵庫県神戸市中央区布引町２‐２‐２５ 医療・薬品類 医療機器
鴻池運輸株式会社 541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町４－３－９ 役務の提供 その他運送
鴻池メディカル株式会社 100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目６番４号 役務の提供 その他役務
有限会社河野工業 671-1107 兵庫県姫路市広畑区西蒲田４６１番地４ その他物品類 スポーツ用品
宏博産業株式会社 671-0255 兵庫県姫路市花田町小川１１６２番地の１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社興文社 651-2144 兵庫県神戸市西区小山３丁目２０１番地２ 印刷類 活平版印刷
神戸医師協同組合 651-0067 兵庫県神戸市中央区神若通３丁目２‐１５ リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
株式会社神戸医療事務センター 670-0964 兵庫県姫路市豊沢町６８番地 役務の提供 人材派遣
株式会社神戸インプット 650-0031 兵庫県神戸市中央区東町１２３番地の１貿易ビル７階 役務の提供 その他電算業務
神戸運送自動車株式会社 655-0861 兵庫県神戸市垂水区下畑町字鷲ヶ尾３０３－２２ 役務の提供 その他運送
株式会社神戸エコール 652-0803 兵庫県神戸市兵庫区大開通３丁目１－３６ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
コウベエンジニアサービス株式会社 652-0813 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町１－４－２９ 一般機械器具設備類 電気設備
こうべ科学株式会社 650-0026 兵庫県神戸市中央区古湊通２丁目３－５ 理化学・計測機器類 理化学機器
神戸紙交易株式会社 658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町５２番地 役務の提供 資源回収
神戸カムテクノ株式会社 652-0874 兵庫県神戸市兵庫区高松町２番５号 印刷類 活平版印刷
神戸環境クリエート株式会社 653-0033 兵庫県神戸市長田区苅藻島町１丁目１番２８号 役務の提供 産業廃棄物処理
神戸楽器商会 652-0062 兵庫県神戸市兵庫区大同町１‐２‐１ その他物品類 楽器
神戸クリーナー興業株式会社 652-0863 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通三丁目二番三十九号 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社神戸グリーンフェンス 654-0004 兵庫県神戸市須磨区永楽町３丁目２番１８号 工事用材料類 その他工事用材料類
有限会社神戸軽印刷社 650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通１－３－２ 印刷類 軽印刷
神戸ケミックス株式会社 651-0093 兵庫県神戸市中央区二宮町四丁目３番１号 医療・薬品類 工業用薬品
神戸衡機株式会社 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町１‐１０‐１ 理化学・計測機器類 計測機器
株式会社神戸工業試験場 675-0155 兵庫県加古郡播磨町新島４７－１３ 理化学・計測機器類 理化学機器
特定非営利活動法人神戸高齢者障がい者事業団 653-0037 兵庫県神戸市長田区大橋町９－４－６ 役務の提供 清掃業務（屋外）
神戸国際ステージサービス株式会社 651-2228 兵庫県神戸市西区見津が丘１－１６－２ 役務の提供 イベント等企画
有限会社神戸コンピューターアート 651-0079 兵庫県神戸市中央区東雲通３丁目５‐８ 役務の提供 その他役務
株式会社神戸サンソ 658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町３丁目２番２号 燃料・動力類 高圧ガス
一般財団法人神戸市水道サービス公社 654-0026 兵庫県神戸市須磨区大池町５丁目６番３０号 役務の提供 その他役務
神戸市生活環境事業協同組合 652-0866 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町５‐８ 役務の提供 その他運送
神戸書院 655-0041 兵庫県神戸市垂水区神陵台４丁目１－５０－４０６ 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
株式会社神戸新聞社 650-8571 兵庫県神戸市中央区東川崎町１‐５‐７ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社神戸新聞事業社 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－５－７ 役務の提供 広告
株式会社神戸新聞総合印刷 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－５－７ 印刷類 活平版印刷
株式会社神戸新聞総合折込 651-2241 兵庫県神戸市西区室谷１丁目２番６号 役務の提供 広告
株式会社神戸新聞地域創造 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目５番７号 役務の提供 各種調査・研究
神戸情報機器株式会社 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通２－１－９ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
神戸スタンダード石油株式会社 651-0093 兵庫県神戸市中央区二宮町２丁目１０番１２号 燃料・動力類 石油
有限会社神戸スタンプ 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町１丁目６番９号 文具・事務用機器類 印判
株式会社神戸清光 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町５‐１０‐９ 理化学・計測機器類 計測機器
神戸設備工業株式会社 657-0035 兵庫県神戸市灘区友田町４‐１‐２ 役務の提供 設備保守・管理
神戸洗管工業株式会社 652-0047 兵庫県神戸市兵庫区下沢通８丁目１番２２号 役務の提供 その他清掃
神戸綜合速記株式会社 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通４‐３‐８ 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
神戸造園土木株式会社 657-0026 兵庫県神戸市灘区弓木町３丁目３番１５－３０７号 その他物品類 その他物品類
神戸ダイヤメンテナンス株式会社 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目８番５号 役務の提供 建物保守・管理
神戸鋳材株式会社 651-0079 兵庫県神戸市中央区東雲通１丁目４番１１号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
神戸調理機株式会社 651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬７０２番地３ じゅう器類 ガス・厨房機器
神戸通信工業株式会社 652-0802 兵庫県神戸市兵庫区水木通４－１－２５ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社神戸デジタル・ラボ 650-0034 兵庫県神戸市中央区京町７２番地　新クレセントビル 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
神戸電機工業株式会社 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町５丁目１６番１０号 一般機械器具設備類 電気設備
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株式会社神戸電子計算センター 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通６丁目１番１５号　御幸ビル 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
神戸トヨペット株式会社 652-8501 兵庫県神戸市兵庫区水木通２丁目１ー１ 船舶・車両類 車両販売
株式会社神戸トラスト 652-0803 兵庫県神戸市兵庫区大開通２‐１‐８ 一般機械器具設備類 電気設備
神戸道路産業株式会社 657-0051 兵庫県神戸市灘区八幡町４丁目９－１７－１０１ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社コウベドライヴクラブ 651-0066 兵庫県神戸市中央区国香通１‐２‐３ リース・レンタル その他リース
神戸早川繊維工業株式会社 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町５‐４‐１８ その他物品類 スポーツ用品
株式会社神戸パトロール警備保障 655-0028 兵庫県神戸市垂水区宮本町１－２６ 役務の提供 警備業務
神戸日野自動車株式会社 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西５丁目１１番 船舶・車両類 車両販売
株式会社神戸ヒヤリングセンター 650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通５－２－１５ 医療・薬品類 医療機器
神戸ビル管理株式会社 650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町１５番地 役務の提供 清掃業務（建物）
神戸フェリーバス株式会社 650-0045 兵庫県神戸市中央区港島９丁目１番地 役務の提供 旅客運送
株式会社神戸フラッグ 651-2252 兵庫県神戸市西区平野町福中２０４番地 じゅう器類 幕・テント・看板
有限会社神戸防災設備 653-0055 兵庫県神戸市長田区浪松町４丁目１番１８号 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社神戸ポートリサイクル 650-0045 兵庫県神戸市中央区港島９－１３ 役務の提供 産業廃棄物処理
神戸マシナリー株式会社 657-0837 兵庫県神戸市灘区原田通２－１－３－１０１ 役務の提供 設備保守・管理
特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所 658-0082 兵庫県神戸市東灘区深江北町４丁目８番１９－２０２号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社神戸マツダ 652-0892 兵庫県神戸市兵庫区東柳原町３‐１０ 船舶・車両類 車両販売
株式会社神戸マテリアル 651-1104 兵庫県神戸市北区山田町藍那字伝庫３－６ 役務の提供 資源回収
神戸ヤマト運輸株式会社 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町１－２－１２ 役務の提供 その他運送
株式会社神戸理科学器械店 652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町二丁目３番７号 理化学・計測機器類 理化学機器
企業組合神戸労協 653-0037 兵庫県神戸市長田区大橋町９－４－６ 役務の提供 その他役務
株式会社弘報舘 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号 役務の提供 広告
幸豊建設株式会社 671-2201 兵庫県姫路市書写２６４８－１ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社神防社 651-0079 兵庫県神戸市中央区東雲通３丁目４－３ 一般機械器具設備類 消防機器
光明理化学工業株式会社 213-0006 神奈川県川崎市高津区下野毛１丁目８番２８号 理化学・計測機器類 計測機器
株式会社河本造園 678-1201 兵庫県赤穂郡上郡町金出地５０９ 役務の提供 建物保守・管理
株式会社香山園 679-4168 兵庫県たつの市龍野町四箇３９番地５ 百貨・日用品類 記念品・贈答品
交友印刷株式会社 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町五丁目４番地の５ 印刷類 活平版印刷
株式会社甲友電気設備 650-0013 兵庫県神戸市中央区花隈町３３番２６号 役務の提供 設備保守・管理
高窯運輸株式会社 785-0052 高知県須崎市押岡１２３番地 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社光洋機器 652-0897 兵庫県神戸市兵庫区駅南通１丁目２―２７ 役務の提供 設備保守・管理
光洋建設株式会社 656-0143 兵庫県南あわじ市中条中筋９３９ 役務の提供 森林整備
甲陽興産株式会社 520-3435 滋賀県甲賀市甲賀町相模３１９番地 役務の提供 産業廃棄物処理
光葉スチール株式会社 387-0023 長野県千曲市八幡４６０１－１ じゅう器類 家具
光洋電機株式会社 653-0039 兵庫県神戸市長田区日吉町３丁目１番１８号 一般機械器具設備類 家電製品
幸洋綿業株式会社 677-0052 兵庫県西脇市和田町６４１ 印刷類 活平版印刷
興和株式会社 460-0003 愛知県名古屋市中区錦３－６－２９ 百貨・日用品類 衣類
光和管財株式会社 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通１－１－２０ 役務の提供 清掃業務（建物）
光和産業株式会社 547-0035 大阪府大阪市平野区西脇２ー６－１７ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社幸和道路管理 653-0052 兵庫県神戸市長田区海運町八丁目４番８号江本ビル 役務の提供 清掃業務（屋外）
興和防災株式会社 675-2303 兵庫県加西市北条町古坂１‐２４‐６ 役務の提供 設備保守・管理
コオノ 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町３５８ 百貨・日用品類 荒物雑貨
郡リース株式会社 106-0032 東京都港区六本木６‐１１‐１７ リース・レンタル その他リース
株式会社古環境研究所 331-0062 埼玉県さいたま市西区土屋１７９５－２４ 役務の提供 その他役務
株式会社コギタ 666-0125 兵庫県川西市新田１－１０－１４ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社国益電業社 656-0012 兵庫県洲本市宇山３‐４‐１２ 役務の提供 設備保守・管理
公益財団法人国際エメックスセンター 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目５番２号　人と防災未来センター東館５階 役務の提供 各種調査・研究
国際航業株式会社 169-0074 東京都新宿区北新宿２－２１－１ 印刷類 地図
国際セーフティー株式会社 530-0044 大阪府大阪市北区東天満１－５－１２ 役務の提供 警備業務
株式会社国際先端技術コンサルティング 658-0063 兵庫県神戸市東灘区住吉山手１丁目１０番ー８ー３０６ 役務の提供 各種調査・研究
国際チャート株式会社 363-0002 埼玉県桶川市赤堀１‐３０ 印刷類 フォーム印刷
国際パトロール株式会社 543-0023 大阪府大阪市天王寺区味原町１３番１号 役務の提供 警備業務
国際文化財株式会社 141-0022 東京都品川区東五反田２－３－４ 役務の提供 各種調査・研究
国際ライフパートナー株式会社 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通６番地 役務の提供 警備業務
国際緑化有限会社 651-1111 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町７－１６－７ 農林水産業用品類 植物
国土情報開発株式会社 154-8530 東京都世田谷区池尻２‐７‐３ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
国内ロジスティクス株式会社 570-0021 大阪府守口市八雲東町２丁目８２番２２号 役務の提供 その他役務
小久保電気設備管理事務所 655-0862 兵庫県神戸市垂水区朝谷町２６－１１ 一般機械器具設備類 電気設備
コクヨ山陽四国販売株式会社 700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町３番１０号 じゅう器類 家具
コクヨマーケティング株式会社 108-8710 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号　霞が関ビルディング１８階 じゅう器類 家具
合同会社ココ・アシスト 659-0028 兵庫県芦屋市打出小槌町２－３ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社小鯖船舶工業 026-0055 岩手県釜石市甲子町第９地割２４８番地３ 船舶・車両類 船舶新造
越田産業車輛株式会社 654-0121 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字谷野１５５－８ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社コジマ 320-8528 栃木県宇都宮市星が丘２‐１‐８ 一般機械器具設備類 家電製品
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商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
児島興業有限会社 702-8016 岡山県岡山市南区小串３４３２ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社コスモ 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古１２８－１ 印刷類 活平版印刷
株式会社コスモ 669-5221 兵庫県朝来市和田山町秋葉台２－１０５ 役務の提供 イベント等企画
株式会社コスモインターナショナル 666-0123 兵庫県川西市鼓が滝１－４－１３ 役務の提供 警備業務
コスモエンジニアリング株式会社 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１‐１‐３ 役務の提供 設備保守・管理
コスモ開発株式会社 110-0015 東京都台東区東上野４－１２－１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
コスモ警備保障株式会社 530-0047 大阪府大阪市北区西天満４‐８‐１７ 役務の提供 警備業務
コスモ工機株式会社 105-0003 東京都港区西新橋３－９－５ 工事用材料類 管工事材料
コスモ建物管理株式会社 530-0047 大阪府大阪市北区西天満４‐１１‐２３ 役務の提供 清掃業務（建物）
コスモトレーディング株式会社 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島５－５－１５新大阪セントラルタワー 理化学・計測機器類 理化学機器
コスモビルテクノ株式会社 530-0047 大阪府大阪市北区西天満４－１１－２３ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社コスモビルマネジメント 666-0123 兵庫県川西市鼓が滝１－４－１３ 役務の提供 警備業務
コスモロードシステム株式会社 670-0855 兵庫県姫路市福居町１６ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社コタニ産商 658-0046 兵庫県神戸市東灘区御影本町６‐７‐１ 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社コダマ楽器 536-0014 大阪府大阪市城東区鴫野西２丁目１６番８号 その他物品類 楽器
国華電機株式会社 530-0043 大阪府大阪市北区天満１丁目６番１４号 理化学・計測機器類 理化学機器
コック食品株式会社 574-0064 大阪府大東市御領３－１０－１ 役務の提供 その他役務
国光マルチサプライ株式会社 559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋２丁目１１番８号 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社こてら商店 679-1211 兵庫県多可郡多可町加美区寺内１１７‐１ 一般機械器具設備類 工作機器
壽環境機材株式会社 530-0043 大阪府大阪市北区天満一丁目１９番４号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
コトブキシーティング株式会社 101-0062 東京都千代田区神田駿河台１丁目２番１号 じゅう器類 家具
寿フォーム印刷株式会社 601-8456 京都府京都市南区唐橋南琵琶町１６番地 印刷類 フォーム印刷
有限会社九十屋 664-0894 兵庫県伊丹市清水２丁目３番２２号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社コドモン 108-0073 東京都港区三田３丁目１３ー１６三田４３ＭＴビル３Ｆ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
コニカミノルタ株式会社 100-7015 東京都千代田区丸の内２丁目７番２号 役務の提供 各種調査・研究
コニカミノルタジャパン株式会社 105-0023 東京都港区芝浦一丁目１番１号 医療・薬品類 医療機器
コニカミノルタパブリテック株式会社 100-7015 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 役務の提供 各種調査・研究
コニカミノルタプラネタリウム株式会社 170-8630 東京都豊島区東池袋三丁目１番３号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
小西医療器株式会社 540-0038 大阪府大阪市中央区内淡路町二丁目１番５号 医療・薬品類 医療機器
株式会社小西印刷所 663-8225 兵庫県西宮市今津西浜町２‐６０ 印刷類 活平版印刷
株式会社コニシステム 659-0015 兵庫県芦屋市楠町４－１２－２Ｆ 役務の提供 イベント等企画
小西造園株式会社 651-2413 兵庫県神戸市西区福吉台二丁目２５番地の４ 役務の提供 その他役務
小西電気管理事務所 670-0049 兵庫県姫路市元町８９‐４ 役務の提供 設備保守・管理
小西電気設備管理事務所 670-0086 兵庫県姫路市田寺１丁目１－５ 役務の提供 設備保守・管理
小西電気設備管理事務所 670-0058 兵庫県姫路市車崎３－３－２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社Ｃｏｎｎｎｅｘｉｏ　ｈｏｍｅ 650-0031 兵庫県神戸市中央区東町１２３番地１貿易ビル９１０－４ 役務の提供 害虫駆除
小林クリエイト株式会社 448-8656 愛知県刈谷市小垣江北高根１１５ 印刷類 フォーム印刷
小林礦油株式会社 675-1378 兵庫県小野市王子町３５３‐１ 燃料・動力類 石油
小林産業株式会社 664-0852 兵庫県伊丹市南本町２－４－６ 燃料・動力類 石油
小林種苗株式会社 675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津４０４ 農林水産業用品類 植物
有限会社コバヤシ商会 663-8124 兵庫県西宮市小松南町１‐７‐７ 理化学・計測機器類 理化学機器
有限会社小林商会 671-1121 兵庫県姫路市広畑区東新町３‐２４ じゅう器類 ミシン・編み機
有限会社小林商店 671-2136 兵庫県姫路市夢前町護持１３６４－７６３ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社小林事務機 675-1364 兵庫県小野市鹿野町２４７１‐４ じゅう器類 家具
株式会社小林石油店 673-1431 兵庫県加東市社字宮ノ下１１４２番地２ 燃料・動力類 石油
小林電気工事株式会社 675-2323 兵庫県加西市北条町西南２９２－１ リース・レンタル その他リース
小林電工株式会社 670-0056 兵庫県姫路市東今宿３‐１０‐１７ 工事用材料類 電気工事材料
小林農機株式会社 675-1354 兵庫県小野市河合西町３９２ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
株式会社コベルコＥ＆Ｍ 657-0846 兵庫県神戸市灘区岩屋北町４‐５‐２２ 役務の提供 設備保守・管理
コベルコ建機株式会社 731-5161 広島県広島市佐伯区五日市港二丁目２番１号 一般機械器具設備類 建設機器
コベルコシステム株式会社 657-0845 兵庫県神戸市灘区岩屋中町四丁目２番７号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
コベルコビジネスサポート株式会社 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通２丁目２番４号 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社コボリ 654-0073 兵庫県神戸市須磨区関守町３－７－３４ 役務の提供 その他役務
有限会社駒居鉄工所 669-6542 兵庫県美方郡香美町香住区一日市１２６番地の３ 船舶・車両類 船舶部品及び修理
コマツ淡路株式会社 656-0014 兵庫県洲本市桑間１‐１‐７ 船舶・車両類 車両販売
コマツカスタマーサポート株式会社 108-0072 東京都港区白金１丁目１７番３号 一般機械器具設備類 建設機器
小松設備設計有限会社 675-0121 兵庫県加古川市別府町新野辺北町８－５ じゅう器類 その他じゅう器
株式会社コミナミ 669-2333 兵庫県丹波篠山市南新町２１８ 工事用材料類 鋼材
特定非営利活動法人コミュニティ事業支援ネット 662-0973 兵庫県西宮市田中町４－８ 役務の提供 各種調査・研究
特定非営利活動法人コミュニティリンク 665-0022 兵庫県宝塚市野上１丁目１番８号 役務の提供 その他電算業務
株式会社コムエンス 530-0005 大阪府大阪市北区中之島６－２－４０ 役務の提供 イベント等企画
株式会社コメス 669-1531 兵庫県三田市天神三丁目３１番１０号 一般機械器具設備類 消防機器
コモンズ・コムマーケティング株式会社 530-0047 大阪府大阪府大阪市北区西天満４－３－２５梅田プラザビル本館８Ｆ 役務の提供 人材派遣
小山株式会社 630-8131 奈良県奈良市大森町４７番地の３ リース・レンタル その他リース
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小山産業株式会社 632-0073 奈良県天理市田町２３４番地の１ リース・レンタル その他リース
小山産業株式会社 677-0006 兵庫県西脇市羽安町３２３ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社小山商会 980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院２－２－７５ リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
有限会社小山石油店 656-1741 兵庫県淡路市浅野南２８８－２ 燃料・動力類 石油
株式会社小山造園 671-1543 兵庫県揖保郡太子町沖代２０８ 農林水産業用品類 植物
株式会社コラボラボ 668-0013 兵庫県豊岡市中陰３７６－１１ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
ＫＯＲＵ株式会社 657-0059 兵庫県神戸市灘区篠原南町５丁目５－５井上マンション１階 リース・レンタル その他リース
株式会社コンカレントシステムズ 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１９番１０号三共肥後橋ビル７階 その他物品類 その他物品類
株式会社コングレ 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町３‐６‐１３　コングレビルディング 役務の提供 イベント等企画
株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ 102-0083 東京都千代田区麹町５－１弘済会館ビル２Ｆ 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
金剛株式会社 860-8508 熊本県熊本市西区上熊本３丁目８番１号 じゅう器類 家具
株式会社金剛測機 710-0803 岡山県倉敷市中島２５４４－１ 理化学・計測機器類 環境機器
有限会社コンセントクラブ 665-0831 兵庫県宝塚市米谷１丁目３８番８号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社近藤榮一商店 669-3402 兵庫県丹波市春日町新才１１５ 農林水産業用品類 動物・飼料
株式会社コンパスサービス 174-0064 東京都板橋区中台２－１５－８ その他物品類 スポーツ用品
コンピュータ・システム株式会社 602-8322 京都府京都市上京区笹屋町千本西入笹屋四丁目２７３番３ 理化学・計測機器類 計測機器
株式会社コンベンションリンケージ 102-0075 東京都千代田区三番町２番地 役務の提供 イベント等企画
株式会社ゴードー 601-8151 京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町６９番１ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社ゴウダ 799-0404 愛媛県四国中央市三島宮川２丁目４－１３ 工事用材料類 その他工事用材料類
合同産業株式会社 670-0981 兵庫県姫路市西庄字クボリ甲１２８ 燃料・動力類 高圧ガス
株式会社護光商會 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５番３６号 理化学・計測機器類 理化学機器
互光建物管理株式会社 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎６丁目１２番１４号 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社五星 767-0011 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０番地１ 役務の提供 各種調査・研究
ゴダイ株式会社 670-0921 兵庫県姫路市錦町１０４番地　スクエアビル２Ｆ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
五代産業株式会社 660-0084 兵庫県尼崎市武庫川町１丁目５番地 リース・レンタル その他リース
株式会社後藤 650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町２‐１‐７ 役務の提供 その他役務
株式会社ゴトウ・アズ・プランニング 679-2122 兵庫県姫路市豊富町御蔭５００－９３ 医療・薬品類 衛生材料
株式会社五藤光学研究所 183-8530 東京都府中市矢崎町４―１６ 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
五洋株式会社 651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町２丁目１３番１５号 その他物品類 その他物品類
有限会社　五洋商事 669-5302 兵庫県豊岡市日高町岩中６６８ その他物品類 その他物品類
株式会社五輪 930-0857 富山県富山市奥田新町１２‐３ 役務の提供 その他役務
ゴルフ場用品株式会社 567-8557 大阪府茨木市沢良宜西４丁目１５－８ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
株式会社サードアイズ 190-0022 東京都立川市錦町六丁目８番２１号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社サーベイリサーチセンター 116-8581 東京都荒川区西日暮里２丁目４０番１０号 役務の提供 その他役務
株式会社サイエンスクラフト 915-0074 福井県越前市蓬莱町５番１号 役務の提供 その他役務
サイエンスマイクロ株式会社 651-1331 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃３２５６‐１ 役務の提供 各種調査・研究
社会福祉法人さいか 669-6227 兵庫県豊岡市竹野町林６００番地 文具・事務用機器類 その他文具・事務用機器
雑賀電気設備管理事務所 668-0832 兵庫県豊岡市倉見６番地の２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社サイジング 651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町２－２－７ 役務の提供 その他電算業務
齊藤鋼材株式会社 670-0996 兵庫県姫路市土山２－１２－３８ 工事用材料類 道路保安用品
サイトウコンサルタント株式会社 680-0911 鳥取県鳥取市千代水２丁目１２１‐２ 役務の提供 各種調査・研究
有限会社斉藤防水工業 671-1156 兵庫県姫路市広畑区小坂３１－１０ 工事用材料類 その他工事用材料類
西戸崎興産株式会社 811-0322 福岡県福岡市東区大岳２‐１‐１ 工事用材料類 砂利・砂・土
西都速記株式会社 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目６番１３号 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
株式会社サイネックス 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町５－３－１５ 役務の提供 広告
サイバー・ネット・コミュニケーションズ株式会社 510-0084 三重県四日市市栄町１－１１ 役務の提供 その他役務
サイバーワークス株式会社 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島５‐３‐１０ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社サイプレス・ソリューションズ 103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１４号　東京建物第３室町ビル 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社サイマル・インターナショナル 104-0061 東京都中央区銀座７丁目１６－１２Ｇ－７ビルディング 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
株式会社　菜友 510-8105 三重県三重郡朝日町向陽台３丁目７番地１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
サインポスト株式会社 103-0023 東京都中央区日本橋本町４‐１２‐２０ 役務の提供 その他役務
株式会社ＳＯＵＴＨ 107-0062 東京都港区南青山４－１７－１８　２－ｂ 役務の提供 広告
株式会社サウンドウエイブ 658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１２３ 役務の提供 イベント等企画
株式会社佐伯造園土木 675-2213 兵庫県加西市西笠原町１６０ 役務の提供 清掃業務（屋外）
佐伯文昌堂 668-0043 兵庫県豊岡市桜町１１‐２１ じゅう器類 家具
有限会社サカイエンタープライズ 663-8003 兵庫県西宮市上大市５丁目８番１４号 百貨・日用品類 荒物雑貨
サカイ靴被服協同組合 591-8037 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町５丁４５８番地１ 百貨・日用品類 ゴム・革製品
株式会社酒井電気建設 669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生１７６３－８ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社酒井農機商会 669-3465 兵庫県丹波市氷上町横田１３２‐５ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
株式会社サカイ引越センター 590-0823 大阪府堺市堺区石津北町５６番地 役務の提供 その他運送
株式会社サカヱ 181-0004 東京都三鷹市新川４‐７‐１９ その他物品類 その他物品類
株式会社栄商事 676-0805 兵庫県高砂市米田町米田７２８‐２ 燃料・動力類 石油
榮商事株式会社 660-0807 兵庫県尼崎市長洲通２－１－３３ 燃料・動力類 石油
株式会社栄設備 675-0113 兵庫県加古川市平岡町中野６７７‐１ 役務の提供 その他清掃
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逆瀬川オートサービス 665-0033 兵庫県宝塚市伊子志２‐６‐１６ 船舶・車両類 車両部品及び修理
阪本株式会社 652-0833 兵庫県神戸市兵庫区島上町１－２－１４ 一般機械器具設備類 工作機器
坂本デンキ 652-0897 兵庫県神戸市兵庫区駅南通四丁目１番１０３号 一般機械器具設備類 家電製品
坂本電気設備管理事務所 663-8224 兵庫県西宮市今津真砂町１‐２１‐３０６ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社坂本文昌堂 656-0025 兵庫県洲本市本町５‐３‐６ じゅう器類 家具
株式会社サガシキ 849-0921 佐賀県佐賀市高木瀬西六丁目３番２号 その他物品類 その他物品類
株式会社佐賀電算センター 849-0915 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木１４２７番地７ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
酒見電機株式会社 675-2312 兵庫県加西市北条町北条２８－１アスティアかさい１階 一般機械器具設備類 家電製品
佐川急便株式会社 660-0843 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 役務の提供 その他運送
株式会社サガワコンストラクション 650-0036 兵庫県神戸市中央区播磨町４９番地　神戸旧居留地平和ビル７０２ 工事用材料類 その他工事用材料類
株式会社サクシード 169-0075 東京都新宿区高田馬場１－４－１５大樹生命高田馬場ビル８階 役務の提供 人材派遣
サクセス・ベル株式会社 737-2302 広島県江田島市能美町鹿川３６４２番地１ その他物品類 その他物品類
株式会社佐公間建設工業 678-0051 兵庫県相生市那波大浜町２４番２１号 役務の提供 設備保守・管理
サクラインターナショナル株式会社 541-0051 大阪府大阪市中央区備後町１丁目７番３号 役務の提供 イベント等企画
株式会社さくらケーシーエス 650-0036 兵庫県神戸市中央区播磨町２１番１ 役務の提供 その他電算業務
株式会社さくら工芸社 651-0092 兵庫県神戸市中央区生田町３丁目２－５ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社桜商会 650-0013 兵庫県神戸市中央区花隈町２１番７号 印刷類 軽印刷
株式会社さくら造園 560-0036 大阪府豊中市蛍池西町２‐８‐５　エアーポートＯＳビル 役務の提供 その他役務
株式会社桜ノ宮興起 651-1142 兵庫県神戸市北区甲栄台５‐９‐１３ 工事用材料類 砂利・砂・土
桜ホース株式会社 151-8587 東京都渋谷区笹塚１丁目２１番１７号 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社さくら緑化 669-3301 兵庫県丹波市柏原町南多田５０２ 農林水産業用品類 植物
ササキ株式会社 440-8518 愛知県豊橋市八町通５‐７ 医療・薬品類 医療機器
株式会社笹野タイヤ 651-0092 兵庫県神戸市中央区生田町２丁目６番４号 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社篠山ホームガス 669-2204 兵庫県丹波篠山市杉３５－３ 燃料・動力類 LPガス
株式会社　さつき 551-0023 大阪府大阪市大正区鶴町四丁目１２番２７号 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社サトー 153-0064 東京都目黒区下目黒１丁目７番１号 印刷類 特殊印刷
サトー・トップビジネスマシン株式会社 650-0015 兵庫県神戸市中央区多門通５丁目２－１　本岡ビル２階 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社サトウ 653-0875 兵庫県神戸市長田区丸山町３丁目１－３８ 役務の提供 広告
株式会社佐藤浄化コンサルタント 654-0025 兵庫県神戸市須磨区寺田町２－４－１４ 役務の提供 設備保守・管理
佐藤電気設備管理事務所 660-0075 兵庫県尼崎市大庄中通１丁目１７の３ 役務の提供 設備保守・管理
特定非営利活動法人里地里山問題研究所 669-2211 兵庫県丹波篠山市大沢新１４４番地２ 役務の提供 各種調査・研究
一般社団法人里山いきもの研究所 666-0224 兵庫県川辺郡猪名川町万善字一本松１２番地の３ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社サニー 658-0015 兵庫県神戸市東灘区本山南町６－５－１５ 役務の提供 その他清掃
サニーディッシュ株式会社 574-0064 大阪府大東市御領３－９－２１ 役務の提供 その他役務
一般財団法人サニーピア医療保健協会 650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町３番１２号 役務の提供 その他役務
株式会社サニコン 591-8034 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町３丁３４５番地 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社佐野文具 658-0011 兵庫県神戸市東灘区森南町１－５－１－１１８ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社サピエント 169-0075 東京都江東区青海二丁目４番３２号 役務の提供 人材派遣
株式会社サブロク 107-0062 東京都港区南青山２－２１－３５　南青山ヒルズ２階 役務の提供 広告
株式会社サム 546-0033 大阪府大阪市東住吉区南田辺３－１８－２９ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
サムコ株式会社 612-8443 京都府京都市伏見区竹田藁屋町３６番地 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社サムシングファン 553-0003 大阪府大阪市福島区福島１丁目４番４０号　ＪＢＳＬ梅田ビル４階 その他物品類 その他物品類
有限会社佐用環境整備 679-5211 兵庫県佐用郡佐用町下徳久１０６４－２ 役務の提供 設備保守・管理
佐用郡森林組合 679-5192 兵庫県佐用郡佐用町佐用２５８１番地１ 役務の提供 森林整備
有限会社佐用公衆衛生社 679-5305 兵庫県佐用郡佐用町長尾９００‐５ 役務の提供 設備保守・管理
佐用プロパンガス株式会社 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用７８―１ 燃料・動力類 LPガス
株式会社サラブエクスプレス 677-0061 兵庫県西脇市合山町８０８番地の４ 役務の提供 人材派遣
サラヤ株式会社 546-0013 大阪府大阪市東住吉区湯里２‐２‐８ 百貨・日用品類 荒物雑貨
澤地家具工芸 671-1262 兵庫県姫路市余部区上余部８８－２５ じゅう器類 家具
有限会社サワダエンジニアリング 671-4131 兵庫県宍粟市一宮町安積２２５ 一般機械器具設備類 消防機器
有限会社澤田紙業 670-0981 兵庫県姫路市西庄字町田甲３１４ 役務の提供 資源回収
株式会社澤田モータース 679-3301 兵庫県朝来市生野町口銀谷２３７２ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社澤野商店 653-0042 兵庫県神戸市長田区二葉町１０丁目２番１９号 医療・薬品類 工業用薬品
有限会社さわやか美装 656-1322 兵庫県洲本市五色町鮎原上２７０ 役務の提供 清掃業務（建物）
サン株式会社 670-0955 兵庫県姫路市安田１‐６ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社サン・エイ 678-0250 兵庫県赤穂市磯浜町１４０番地 役務の提供 警備業務
サンアイオートサービス 679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治２ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社サンアメニティ 114-0002 東京都北区王子３‐１９‐７ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社サンアメニティ大阪 540-0024 大阪府大阪市中央区南新町２‐３‐７ 役務の提供 警備業務
株式会社山陰オアシス 669-5241 兵庫県朝来市和田山町土田１８５－１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
山陰警備保障株式会社 680-0914 鳥取県鳥取市南安長１‐１‐２ 役務の提供 警備業務
山陰造園土木株式会社 669-6832 兵庫県美方郡新温泉町飯野３９５ 役務の提供 森林整備
山陰道路株式会社 669-6747 兵庫県美方郡新温泉町三谷１３２ 船舶・車両類 車両販売
山陰プロパン株式会社 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂２３３７－６ 燃料・動力類 LPガス
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山陰リネンサプライ株式会社 680-0061 鳥取県鳥取市立川町２丁目３２５番地 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社ＳＵＮＷＥＳＴ 668-0055 兵庫県豊岡市昭和町３‐７ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
有限会社サンエーパークシステム 558-0013 大阪府大阪市住吉区我孫子東３丁目１４番７号 その他物品類 その他物品類
株式会社三栄 538-0032 大阪府大阪市鶴見区安田３‐１１‐１ 百貨・日用品類 その他記念品・日用品類
三栄商事株式会社 579-8065 大阪府東大阪市新池島町２丁目１９番１６号 百貨・日用品類 荒物雑貨
三栄石油株式会社 661-0975 兵庫県尼崎市下坂部４－１１－１ 燃料・動力類 石油
サンエイ物産株式会社 672-8079 兵庫県姫路市飾磨区今在家１０７８番地２ 工事用材料類 砂利・砂・土
サンエス技研株式会社 224-0021 神奈川県都筑区北山田２－２－２ 百貨・日用品類 荒物雑貨
サンエス警備保障株式会社 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷５－４－７ 役務の提供 警備業務
株式会社サンエス電気設備 670-0807 兵庫県姫路市増位本町１丁目７番４号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
有限会社サンオーク 669-5214 兵庫県朝来市和田山町桑原５６０‐１ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社サンオート 171-0014 東京都豊島区池袋２－１６－２ 医療・薬品類 医療機器
山王株式会社 861-8043 熊本県熊本市東区戸島西５－５－５７ 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
株式会社三起 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通４‐６‐２７ 百貨・日用品類 記章・バッジ
社会福祉法人三喜会 651-2121 兵庫県神戸市西区玉津町水谷４００－１０ 役務の提供 クリーニング
三機環境サービス株式会社 242-0007 神奈川県大和市中央林間７丁目１０番１号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
三機工業株式会社 104-8506 東京都中央区明石町８番１号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社三機サービス 670-0944 兵庫県姫路市阿保甲５７６‐１ 役務の提供 設備保守・管理
山九株式会社 104-0054 東京都中央区勝どき６丁目５番２３号 役務の提供 その他運送
サンキュウ・リマテック株式会社 660-0844 兵庫県尼崎市東浜町５ 工事用材料類 砂利・砂・土
三久海運株式会社 660-0844 兵庫県尼崎市東浜町５ 工事用材料類 砂利・砂・土
株式会社三久工営 676-0071 兵庫県高砂市伊保東２‐２‐５ 役務の提供 その他役務
サンキョー株式会社 668-0055 兵庫県豊岡市昭和町４番２２号 工事用材料類 鋼材
株式会社三協 144-0052 東京都大田区蒲田１‐２‐８ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
三協株式会社 555-0001 大阪府大阪市西淀川区佃二丁目９番９号富士鉄鋼ビル 燃料・動力類 その他燃料・動力類
株式会社三協 480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字野田１１２番地 役務の提供 設備保守・管理
三協エアテック株式会社 530-0012 大阪府大阪市北区芝田２‐５‐６ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
有限会社三協建設 651-1504 兵庫県神戸市北区道場町平田６９５ 役務の提供 その他役務
三協高分子株式会社 471-0842 愛知県豊田市土橋町四丁目９番地 工事用材料類 道路保安用品
有限会社三共酸素商会 656-0016 兵庫県洲本市下内膳１３８番地 燃料・動力類 高圧ガス
株式会社三共消毒 100-0006 東京都千代田区有楽町２－１０－１ 役務の提供 害虫駆除
三協通商有限会社 663-8228 兵庫県西宮市今津二葉町３丁目１１ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
三協電業株式会社 673-0029 兵庫県明石市大道町２丁目１０番２２号 理化学・計測機器類 理化学機器
三協フロンテア株式会社 277-8539 千葉県柏市新十余二５番地 工事用材料類 仮設建物
三共防疫社 651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬１６１１－８ 役務の提供 害虫駆除
三協防災株式会社 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋磯１１３９‐２３ 一般機械器具設備類 消防機器
三業株式会社 678-0051 兵庫県相生市那波大浜町５－９ 役務の提供 設備保守・管理
産業科学株式会社 103-0004 東京都中央区東日本橋２‐６‐１１ 医療・薬品類 医療機器
産業サービス販売株式会社 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜１‐２４ 一般機械器具設備類 電気設備
産業振興株式会社 101-0052 東京都千代田区神田小川町三丁目９番地２ 役務の提供 その他清掃
株式会社サンクス・レント 573-1197 大阪府枚方市禁野本町１－１６－１－２０３ リース・レンタル その他リース
株式会社サングリーン 673-0884 兵庫県明石市鍛治屋町４－８ 役務の提供 その他役務
株式会社サングリーン 675-1316 兵庫県小野市天神町６７９－６１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
有限会社サングリーンサービス 671-1228 兵庫県姫路市網干区坂出２２７－５ 役務の提供 その他役務
サンケーシステム株式会社 540-0004 大阪府大阪市中央区玉造１－２１－１１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
サンケータリング株式会社 670-0837 兵庫県姫路市宮西町３丁目６ 役務の提供 その他役務
株式会社三啓 136-0075 東京都江東区新砂１－６－３５ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社産經アドス 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町２丁目１番５７号（難波サンケイビル） 役務の提供 広告
株式会社三景園 661-0003 兵庫県尼崎市富松町２－３２－２０ 農林水産業用品類 植物
株式会社三恵工作所 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町５‐２‐１８尼信難波ビル１Ｆ 一般機械器具設備類 消防機器
サンケイ商会 671-2223 兵庫県姫路市青山南４‐１４‐１２ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
有限会社サンケイ商会 668-0841 兵庫県豊岡市加陽１３９３ 文具・事務用機器類 その他文具・事務用機器
株式会社産経新聞制作 100-8077 東京都千代田区大手町１－７－２ 役務の提供 イベント等企画
サンケイ総合印刷株式会社 554-0012 大阪府大阪市此花区西九条２‐１４‐６ 印刷類 活平版印刷
株式会社サンケン・エンジニアリング 815-0082 福岡県福岡市南区大楠２－１３－７ 役務の提供 建物保守・管理
三建設備工業株式会社 103-0014 東京都中央区新川一丁目１７番２１号 役務の提供 設備保守・管理
サンケン電気株式会社 352-8666 埼玉県新座市北野３‐６‐３ 一般機械器具設備類 電気設備
三光株式会社 684-0034 鳥取県境港市昭和町５番地１７ 役務の提供 産業廃棄物処理
三光クリーン株式会社 675-1215 兵庫県加古川市上荘町都台１－１２－５ 役務の提供 清掃業務（建物）
三晃工業株式会社 551-0023 大阪府大阪市大正区鶴町２丁目１５番２６号 役務の提供 設備保守・管理
三恒商事株式会社 550-0013 大阪府大阪市西区新町１－１０－２　大阪産業ビル 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
株式会社三興テクニカ 670-0903 兵庫県姫路市立町２０ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社サン・神戸映画社 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通六丁目１番２０号 役務の提供 イベント等企画
株式会社サンコンタクトレンズ 600-8814 京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町４６－１ 医療・薬品類 医療機器
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サンショウ株式会社 811-1323 福岡県福岡市南区弥永４－８－５ その他物品類 写真
株式会社三商 103-0013 東京都中央区日本橋人形町１‐３‐６ 役務の提供 害虫駆除
サンショウシステム株式会社 550-0004 大阪府港区八幡屋三丁目５番２１号 百貨・日用品類 衣類
株式会社三笑堂 601-8533 京都府京都市南区上鳥羽大物町６８番地 医療・薬品類 医療機器
三神株式会社 653-0011 兵庫県神戸市長田区三番町２丁目３番２６号 役務の提供 設備保守・管理
三進金属工業株式会社 595-0814 大阪府泉北郡忠岡町新浜２－５－２０ じゅう器類 家具
サンシンホールディングス株式会社 650-0031 兵庫県神戸市中央区東町１２３－１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社サンスイ 656-0425 兵庫県南あわじ市榎列上幡多１４７５－３９ 役務の提供 設備保守・管理
サンスリー株式会社 673-1465 兵庫県加東市喜田２丁目５番地１３ 役務の提供 警備業務
サンセイ株式会社 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原１‐６‐２ 船舶・車両類 船舶部品及び修理
三精工事サービス株式会社 530-0033 大阪府大阪市北区池田町１番４３号三精ビル 役務の提供 その他役務
三精テクノロジーズ株式会社 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４－３－２９ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社三創 670-0845 兵庫県姫路市城東町京口台１４８ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社サンソフト 670-0981 兵庫県姫路市西庄字クボリ甲１２８番地 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
サンター商事株式会社 665-0826 兵庫県宝塚市弥生町３番４号 役務の提供 産業廃棄物処理
三丹ビジネスマシン株式会社 668-0013 兵庫県豊岡市中陰３７６－５ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
三丹物産株式会社 669-2324 兵庫県丹波篠山市東新町９１ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社サンダ 591-8022 大阪府堺市北区金岡町７０４番地１ 役務の提供 各種調査・研究
三田運送株式会社 669-1527 兵庫県三田市中町１７‐３ 役務の提供 その他運送
三田観光バス株式会社 669-1527 兵庫県三田市中町１７‐３ 役務の提供 旅客運送
株式会社三田工務店 660-0083 兵庫県尼崎市道意町３－１ 役務の提供 その他役務
公益社団法人三田市シルバー人材センター 669-1323 兵庫県三田市あかしあ台５－３２－２ 役務の提供 その他役務
サンテクノサービス株式会社 530-0054 大阪府大阪市北区南森町２丁目４番３２号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社サンテックサービス 580-0026 大阪府松原市天美我堂６－４－２０ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社サンテェム 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江１１１番地 理化学・計測機器類 環境機器
株式会社サンデン 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口１２９番地の９４ 役務の提供 設備保守・管理
サン電子株式会社 483-8213 愛知県江南市古知野町朝日２５０番地 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社三電社 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町１－１－１３ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社山電情報センター 653-0843 兵庫県神戸市長田区御屋敷通３丁目１番１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社サント電気 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町３丁目６番７号 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社サントラージュ 104-0061 東京都中央区銀座２－１６－１２銀座大塚ビル６Ｆ 百貨・日用品類 衣類
サントリーパブリシティサービス株式会社 135-0061 東京都江東区豊洲３－２－２４豊洲フォレシア１６階 役務の提供 その他役務
株式会社サン動薬 667-0024 兵庫県養父市八鹿町朝倉字下台１３２‐２ 農林水産業用品類 農林水産業用薬品
山王スペース＆レンタル株式会社 104-0061 東京都中央区銀座３－１０－６ 役務の提供 イベント等企画
三宮オイル株式会社 652-0014 兵庫県神戸市兵庫区下三条町３‐２２ 燃料・動力類 石油
株式会社三宮写真室 650-0004 兵庫県神戸市中央区山本通１‐６‐２８ その他物品類 写真
有限会社三宮電器 651-0097 兵庫県神戸市中央区布引町２－１－１５ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社三宮ブックス 651-0097 兵庫県神戸市中央区布引町３－２－１ その他物品類 書籍
株式会社サンブン 940-1104 新潟県長岡市摂田屋町２８０６番地 役務の提供 資源回収
サンベビー株式会社 651-2411 兵庫県神戸市西区上新地３－２－９ リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
三豊化成株式会社 651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町二丁目２番４号 医療・薬品類 工業用薬品
三宝自動車有限会社 677-0001 兵庫県西脇市大木町２９３－１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
サンメッセ株式会社 503-8518 岐阜県大垣市久瀬川町７丁目５番地の１ 印刷類 活平版印刷
株式会社サンメディア 652-0862 兵庫県神戸市兵庫区上庄通３丁目１‐１ 印刷類 活平版印刷
株式会社サンメンテナンス 540-0019 大阪府大阪市中央区和泉町一丁目１番１４号 役務の提供 清掃業務（建物）
三由株式会社 656-0423 兵庫県南あわじ市榎列上幡多字龍神１３４０‐５ 役務の提供 その他運送
株式会社三友繊維 534-0001 大阪府大阪市都島区毛馬町２‐１０‐３５ 百貨・日用品類 衣類
三友プラントサービス株式会社 252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台一丁目８番２１号 役務の提供 産業廃棄物処理
サンユウロード株式会社 661-0977 兵庫県尼崎市久々知２‐６‐２０ 工事用材料類 道路保安用品
サンヨー環境株式会社 651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通２ー１ー３０ 役務の提供 害虫駆除
サンヨーカンキョウ有限会社 675-0321 兵庫県加古川市志方町廣尾３７８番地 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社サンヨーセキュリティシステム 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江４６４‐６ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社サンヨーテック 670-0955 兵庫県姫路市安田４丁目５２番地１５ 役務の提供 設備保守・管理
サンヨーマックス株式会社 672-8078 兵庫県姫路市飾磨区英賀甲 一般機械器具設備類 建設機器
株式会社山陽 651-2261 兵庫県神戸市西区平野町堅田３３８番地 役務の提供 産業廃棄物処理
山陽アメニティサービス株式会社 670-0831 兵庫県姫路市城見町１３番地 役務の提供 清掃業務（建物）
山陽塩業株式会社 670-0955 兵庫県姫路市安田１‐６ 工事用材料類 道路保安用品
三葉化工株式会社 169-8644 東京都新宿区高田馬場４丁目３０番２１号 医療・薬品類 工業用薬品
山陽汽工設備株式会社 671-2222 兵庫県姫路市青山５丁目６－２ 役務の提供 設備保守・管理
山陽給食株式会社 671-1134 兵庫県姫路市大津区真砂町２３番地 役務の提供 その他役務
山陽種苗株式会社 670-0836 兵庫県姫路市神屋町６‐６５ 農林水産業用品類 農林水産業用薬品
株式会社三洋商事 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西２‐４‐１２梅田センタービル 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社三洋商事 626-0041 京都府宮津市字鶴賀２０７０－１ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
山陽商事株式会社 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹３丁目６番２２号 その他物品類 その他物品類
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山陽自動車工業株式会社 671-2572 兵庫県宍粟市山崎町庄能１３３‐１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
三洋重機株式会社 680-0942 鳥取県鳥取市湖山町東二丁目２３７ 船舶・車両類 車両販売
株式会社三洋造船所 551-0023 大阪府大阪市大正区鶴町５丁目１番１６号 船舶・車両類 船舶新造
三洋テクノマリン株式会社 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町１丁目３番１７号 役務の提供 各種調査・研究
山陽バス株式会社 655-0031 兵庫県神戸市垂水区清水が丘２丁目１０－２２ 役務の提供 旅客運送
株式会社サンライズ 663-8156 兵庫県西宮市甲子園綱引町６－２０ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社サン・ライティング 650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通３‐３‐１６　甲南第１ビル１１０１号 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
株式会社サンリーク 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原１丁目１９番２３号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社サンリツ 671-4132 兵庫県宍粟市一宮町東市場７７３－１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社三立 680-0874 鳥取県鳥取市叶１５０番地６ 一般機械器具設備類 工作機器
株式会社三冷社 103-0023 東京都中央区日本橋本町３‐４‐６ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社サンレイ冷機システム 670-0996 兵庫県姫路市延末２９５番地 じゅう器類 ガス・厨房機器
株式会社サンロード 658-0046 兵庫県神戸市東灘区御影本町１－１２－１７ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社三和 130-0002 東京都墨田区業平２－８－７ 医療・薬品類 衛生材料
三和印刷株式会社 658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２７－２１ 印刷類 軽印刷
三和運輸株式会社 737-0102 広島県呉市広徳丸町３番６号 役務の提供 産業廃棄物処理
三和エレベータサービス株式会社 604-0813 京都府京都市中京区間之町通二条上る夷町５７５ 役務の提供 設備保守・管理
サンワ技研株式会社 475-0033 愛知県半田市日東町２番地８ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社サンワコン 918-8525 福井県福井県福井市花堂北１－７－２５ 役務の提供 各種調査・研究
三和産業株式会社 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町３丁目１８番１４号 役務の提供 設備保守・管理
三和シヤッター工業株式会社 175-0081 東京都板橋区新河岸２‐３‐５ 役務の提供 設備保守・管理
三和商事株式会社 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺６２８ 燃料・動力類 LPガス
株式会社三和書房 660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通７‐１６１ その他物品類 書籍
三和厨房株式会社 581-0014 大阪府八尾市中田４丁目１５３番地 じゅう器類 ガス・厨房機器
三和通信工業株式会社 541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町１－９－１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社三和テクノ 676-0082 兵庫県高砂市曽根町３８１‐４ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
三和美研有限会社 673-0882 兵庫県明石市相生町２－８－１７ 役務の提供 産業廃棄物処理
三和油業株式会社 673-0827 兵庫県神戸市長田区上池田５‐４‐３ 燃料・動力類 石油
株式会社三和ライン 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑３３６‐１ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社ザイマックス関西 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目１番５号 役務の提供 建物保守・管理
ＮＰＯ法人Ｃ・キッズ・ネットワーク 662-0832 兵庫県西宮市甲風園２―５―１７―１０２ 役務の提供 イベント等企画
シーアクトプロデュース株式会社 553-0003 大阪府大阪市福島区福島５丁目１番１２号　阪神福島駅ビル 役務の提供 イベント等企画
有限会社シーアンドエムインターナショナル 530-0003 大阪府大阪市北区堂島３－３－３ 役務の提供 広告
株式会社Ｃ＆Ｃ 657-0836 兵庫県神戸市灘区城内通５丁目６番８号光栄ビル３０１号 役務の提供 警備業務
株式会社シーアンドシー 733-0032 広島県広島市西区東観音町２番１５号 役務の提供 その他役務
株式会社シーイーシー 252-8567 神奈川県座間市東原５―１―１１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社シーエープラント 615-0924 京都府京都市右京区梅津尻溝町６７‐１ 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社シーエスサービス 650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町９５番地 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
シーケイ株式会社 554-0012 大阪府大阪市此花区西九条５丁目４－２５ 百貨・日用品類 その他記念品・日用品類
シー・システム株式会社 530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番６号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ＣＧＩメディカル株式会社 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町２丁目４番１０号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ＣＴＩウイング 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号 役務の提供 その他役務
有限会社シーテック 671-1116 兵庫県姫路市広畑区正門通１‐７ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社シード・プランニング 113-0034 東京都文京区湯島３－１９－１１湯島ファーストビル４階 役務の提供 各種調査・研究
シービーアールイー株式会社 105-0013 東京都千代田区丸の内２－１－１ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ＣＢＳファシリティーズ 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通６番地 役務の提供 建物保守・管理
シーメット株式会社 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２－５－５ 一般機械器具設備類 電気設備
シーメンスヘルスケア株式会社 141-8644 東京都品川区大崎１‐１１‐１ 医療・薬品類 医療機器
株式会社シーユーシー 103-0004 東京都中央区東日本橋１丁目１番７号 役務の提供 その他役務
株式会社シールズ 676-0024 兵庫県高砂市高砂町木曽町２番１５号 役務の提供 その他電算業務
株式会社シアターワークショップ 150-0001 東京都渋谷区神宮前六丁目２３番３号 役務の提供 その他役務
株式会社シィメス 651-2132 兵庫県神戸市西区森友４‐３０ 燃料・動力類 LPガス
株式会社シェル石油大阪発売所 532-8680 大阪府大阪市淀川区西中島２－１１－３０ 燃料・動力類 石油
株式会社潮芦屋マリーナエリアセンター 659-0035 兵庫県芦屋市海洋町１０－６ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社シオ政策経営研究所 160-0004 東京都新宿区四谷一丁目８番地１４ 役務の提供 各種調査・研究
シオタニ株式会社 672-8057 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒２５０番地の５ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
塩屋土地株式会社 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台１丁目２８番１４号 役務の提供 警備業務
株式会社シカケ 656-0531 兵庫県南あわじ市北阿万伊賀野１０８０番地２ 役務の提供 広告
鹿瀬造船株式会社 652-0831 兵庫県神戸市兵庫区七宮町１丁目６番１７号 船舶・車両類 船舶部品及び修理
志方建設株式会社 675-0314 兵庫県加古川市志方町上冨木５６８‐３ 役務の提供 清掃業務（屋外）
鹿山電気管理事務所 679-2323 兵庫県神崎郡市川町甘地７６２番地６ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社シガドライウィザース 522-0222 滋賀県彦根市南川瀬町１５４７番地 リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
株式会社しき島ガスワン 675-0136 兵庫県加古川市別府町港町１‐２ 燃料・動力類 LPガス
しき島商事株式会社 675-0136 兵庫県加古川市別府町港町１－２ 燃料・動力類 石油
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四季酒造株式会社 677-0114 兵庫県多可郡多可町八千代区仕出原板ヶ谷６９６－１１ 医療・薬品類 衛生材料
有限会社志儀印刷 669-1529 兵庫県三田市中央町７‐９ 印刷類 軽印刷
有限会社シグナル 065-0015 北海道札幌市東区北１５条東１８丁目１番２６号 その他物品類 書籍
有限会社シグマテック 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島３４２９‐２ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社シゲマツ 679-0201 兵庫県加東市曽我３１４ 燃料・動力類 石油
四国アセチレン工業株式会社 763-0011 香川県丸亀市富士見町２－６－１１ 燃料・動力類 高圧ガス
四国メディカルトリートメントセンター 770-0062 徳島県徳島市不動東町３丁目９０２番地の２ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社システナ 105-0022 東京都港区海岸１丁目２番２０号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社システム・エージ 664-0855 兵庫県伊丹市御願塚３－１－１８ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
システム・ナロウズ株式会社 651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通４－１－１１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社システムエンジニアリング 111-0052 東京都台東区柳橋１－１３－３ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社システム環境研究所 812-0044 福岡県福岡市博多区千代４‐３０‐２ 役務の提供 その他役務
（出納局）システム切替ダミー業者０２ 576-0063 大阪府交野市寺２－２１－１５ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
（出納局）システム切替ダミー業者０１ 576-0001 兵庫県神戸市北区３－２－１ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社システム・クリーン 651-2124 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和１３７‐１ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社システムクリエイト 577-0022 大阪府東大阪市荒本新町１番２０号 一般機械器具設備類 工作機器
システムスクエア株式会社 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目７－６１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
有限会社システム測器 651-1114 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町２‐２０‐２３ 理化学・計測機器類 計測機器
株式会社システム厨房シンワ 669-3316 兵庫県丹波市柏原町鴨野３３６ じゅう器類 ガス・厨房機器
株式会社システムディ 604-8172 京都府京都市中京区鳥丸通三条上る場之町６０３ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
有限会社システムプラネット 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通２丁目１－１８　ＪＲ神戸駅ＮＫビル６階 その他物品類 その他物品類
株式会社システムリサーチ 669-5315 兵庫県豊岡市日高町浅倉２７番地 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社システムワーク 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場１丁目１７番１０号 役務の提供 その他役務
株式会社シスネフーズ 547-0027 大阪府平野区喜連２－５－５１ 役務の提供 人材派遣
株式会社シセイサービス 660-0071 兵庫県尼崎市崇徳院１－３－６ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社至誠堂 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永７２８‐１ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
一般財団法人自然環境研究センター 130-0022 東京都墨田区江東橋３－３－７ 役務の提供 各種調査・研究
有限会社自然社 064-0914 北海道札幌市中央区南十四条西八丁目１０５６番１ その他物品類 その他物品類
しそう森林組合 671-4131 兵庫県宍粟市一宮町安積１０１１‐２５ 役務の提供 森林整備
思創堂 543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町１－９（１Ｆ） 役務の提供 イベント等企画
株式会社しそうの森の木 671-2518 兵庫県宍粟市山崎町横須３１３－１ じゅう器類 家具
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 182-0021 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 役務の提供 その他役務
株式会社七旺社 653-0012 兵庫県神戸市長田区二番町４丁目２７番地 役務の提供 その他電算業務
シチズンＴＩＣ株式会社 184-0013 東京都小金井市前原町５‐６‐１２ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
シップヘルスケアリサーチ＆コンサルティング株式会社 565-0854 大阪府吹田市桃山台５丁目２０番１号 役務の提供 その他役務
株式会社シティ・サービス 651-2111 兵庫県神戸市西区池上１丁目１４‐２ 役務の提供 その他運送
株式会社シティコード研究所 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町２丁目２番５号 役務の提供 各種調査・研究
シティコンピュータ株式会社 640-8317 和歌山県和歌山市北出島１２番地８ 役務の提供 その他電算業務
株式会社シティトラスト 673-0892 兵庫県明石市本町一丁目１番２４号大日明石本町ビル 役務の提供 人材派遣
株式会社シティライフＮＥＷ 566-0001 大阪府摂津市千里丘１丁目１３番２３号 役務の提供 広告
株式会社シナジー 901-2223 沖縄県１０番１４号３階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
シナジーマーケティング株式会社 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１－６－２０堂島アバンザ２１階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
信濃化学工業株式会社 381-0045 長野県桐原１－２－１２ 百貨・日用品類 荒物雑貨
柴崎電機工業株式会社 653-0015 兵庫県神戸市長田区菅原通３‐２０７‐１ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社シバタ 104-0032 東京都中央区八丁堀２丁目７番１号 その他物品類 その他物品類
柴田科学株式会社 340-0005 埼玉県草加市中根１－１－６２ 理化学・計測機器類 環境機器
シバタ工業株式会社 674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾１０５８ 工事用材料類 その他工事用材料類
株式会社柴橋商会 232-0052 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１１番地５ リース・レンタル その他リース
柴原電気設備管理事務所 673-0531 兵庫県三木市緑が丘町西４丁目１０番地の３ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社シビルロード 657-0841 兵庫県神戸市灘区灘南通４－３－２７ 役務の提供 その他役務
シフトプラス株式会社 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀２－１－１　江戸堀センタービル８階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
澁澤倉庫株式会社 135-8513 東京都江東区永代二丁目３７番２８号 役務の提供 その他運送
渋谷商店 669-2345 兵庫県丹波篠山市東岡屋４１６ 一般機械器具設備類 消防機器
資母モータース 668-0345 兵庫県豊岡市但東町中山７６９－１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
嶋田ＬＰガス株式会社 663-8184 兵庫県西宮市鳴尾町２丁目２５番７号 燃料・動力類 LPガス
株式会社島津アクセス 111-0053 東京都台東区浅草橋五丁目２０－８ 役務の提供 設備保守・管理
島津サイエンス西日本株式会社 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎５丁目４番９号商業第二ビル 理化学・計測機器類 理化学機器
島津システムソリューションズ株式会社 604-8445 京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町１ 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
株式会社島津製作所 604-8511 京都府京都市中京区西ノ京桑原町１番地 医療・薬品類 医療機器
株式会社島津テクノリサーチ 604-8436 京都府京都市中京区西ノ京下合町１ 役務の提供 各種調査・研究
島津メディカルシステムズ株式会社 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原３丁目５番２４号 医療・薬品類 医療機器
株式会社島津理化 101-0051 東京都千代田区神田神保町１－３２ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社シマブンコーポレーション 657-0845 兵庫県神戸市灘区岩屋中町４丁目２番７号 役務の提供 資源回収
株式会社シマヤ 672-8075 兵庫県姫路市飾磨区思案橋６０番地 医療・薬品類 工業用薬品
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商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
株式会社シミズ 651-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目４番３ 文具・事務用機器類 用紙
清水印章堂 670-0923 兵庫県姫路市呉服町７５ 文具・事務用機器類 印判
株式会社清水合金製作所 522-0027 滋賀県彦根市東沼波町９２８番地 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社清水設備 657-0035 兵庫県神戸市灘区友田町３－３－１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社清水造園土木 654-0151 兵庫県神戸市須磨区北落合２丁目１０－２ 役務の提供 森林整備
株式会社清水鐵工所 522-0082 滋賀県彦根市安清町４－１６ 工事用材料類 管工事材料
株式会社清水電工 660-0054 兵庫県尼崎市西立花町四丁目１５番８号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社シミズ・ビルライフケア 104-0031 東京都中央区京橋二丁目１０番２号 役務の提供 建物保守・管理
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社 105-0023 東京都港区芝浦１－１－１　浜松町ビルディング 役務の提供 その他役務
特定非営利活動法人シミンズシーズ 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町１１１番地 役務の提供 各種調査・研究
株式会社シモ建設工業 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田１０２０－８ 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
下坂設備工業株式会社 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町４丁目１２５番１０号 工事用材料類 管工事材料
下村鋼業株式会社 673-0404 兵庫県三木市大村８８０‐１ 一般機械器具設備類 工作機器
シャープマーケティングジャパン株式会社 581-8585 大阪府八尾市北亀井町三丁目１番７２号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
社会システム株式会社 150-0013 東京都渋谷区恵比寿１－２０－２２ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社社会システム総合研究所 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通５－７－１５ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
社会保険労務士法人庄司茂事務所 650-0004 兵庫県神戸市中央区５－１－１神戸山手大木ビル６Ｆ 役務の提供 その他役務
写測エンジニアリング株式会社 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町３丁目２番１５号 印刷類 地図
シャフト 141-0022 東京都品川区東五反田一丁目２番４１－１０３号 役務の提供 イベント等企画
シューワ株式会社 599-8242 大阪府堺市中区陶器北２４４‐５ 燃料・動力類 石油
株式会社シュア・テクノ・ソリューション． 532-0005 大阪府大阪市淀川区三国本町１－６－２１ 役務の提供 各種調査・研究
有限会社集楽園 668-0864 兵庫県豊岡市木内４１８‐１ 役務の提供 森林整備
俊工房 668-0075 兵庫県豊岡市福成寺１８２ 印刷類 活平版印刷
湘栄ジャパン株式会社 545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町２－１９－２８ 医療・薬品類 医療機器
株式会社昭栄美術 104-0044 東京都中央区明石町８－１聖路加タワー２５階 じゅう器類 その他じゅう器
株式会社ショーエイ理化 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町５丁目２番５ 理化学・計測機器類 理化学機器
正垣木材株式会社 669-0314 兵庫県養父市大屋町大杉５０４ 農林水産業用品類 その他農林水産業用品類
株式会社小学館集英社プロダクション 101-8415 東京都千代田区神田神保町２－３０ 役務の提供 イベント等企画
株式会社匠建 659-0012 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町１７－１６ 役務の提供 森林整備
商工印刷株式会社 651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町４－５－７ 印刷類 活平版印刷
株式会社尚工舎販売 541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋２－１－１１ 百貨・日用品類 記念品・贈答品
商船三井興産株式会社 103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目３番６号 役務の提供 設備保守・管理
松竹ナビ株式会社 104-0045 東京都中央区築地４－１－１ 役務の提供 広告
株式会社少年写真新聞社 102-8232 東京都千代田区九段南４－７－１６ 文具・事務用機器類 教材
庄野電気工事株式会社 664-0012 兵庫県伊丹市緑ケ丘１‐３２４ 工事用材料類 電気工事材料
株式会社昭文社 102-8238 東京都千代田区麹町３－１ 役務の提供 イベント等企画
株式会社昭文社ホールディングス 102-8238 東京都千代田区麹町３－１ 役務の提供 イベント等企画
株式会社消防装備 671-0247 兵庫県姫路市四郷町東阿保１３８８‐１ 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社樟陽商会 541-0053 大阪府大阪市中央区本町２丁目１番６号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
昭和株式会社 114-0016 東京都北区上中里１－１１－８ 印刷類 地図
昭和駆除株式会社 670-0084 兵庫県姫路市東辻井４－９－２ 役務の提供 害虫駆除
昭和公基株式会社 563-0025 大阪府池田市城南１‐５‐２２ 役務の提供 警備業務
昭和コンクリート工業株式会社 500-8703 岐阜県岐阜市香蘭１‐１ 工事用材料類 セメント2次製品
昭和自動車株式会社 671-2541 兵庫県宍粟市山崎町下広瀬８ 船舶・車両類 車両販売
昭和電工マテリアルズ株式会社 100-6606 東京都千代田区丸の内１－９－２ 一般機械器具設備類 電気設備
昭和リース株式会社 112-8574 東京都文京区後楽一丁目４番１４号 リース・レンタル リース（事務機器）
昭和リース株式会社 672-8022 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南１丁目１０番地 リース・レンタル その他リース
株式会社昭和リーブス 620-0055 京都府福知山市篠尾新町二丁目６６番地 役務の提供 害虫駆除
昭和瀝青工業株式会社 670-0935 兵庫県姫路市北条口４丁目２６番地 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
ショップひろせ 669-5201 兵庫県朝来市和田山町和田山１１６‐５ じゅう器類 家具
株式会社白石組 653-0805 兵庫県神戸市長田区片山町１丁目１５‐２０ 役務の提供 産業廃棄物処理
白石商店 677-0053 兵庫県西脇市和布町１７４－２ 工事用材料類 砂利・砂・土
白石薬品株式会社 567-0005 大阪府茨木市五日市１丁目１０番３３号 医療・薬品類 医療用薬品
株式会社白井商会 650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町３‐５‐１５ その他物品類 写真
有限会社白井商店 670-0883 兵庫県姫路市城北新町１－２－１９ 役務の提供 産業廃棄物処理
白井松器械株式会社 540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央一丁目１９番１６号 医療・薬品類 医療機器
株式会社しらさぎ苑 672-8031 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿８４６ 役務の提供 その他役務
しらさぎ警備株式会社 672-8031 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿１６１０‐９ 役務の提供 警備業務
白瀬浚渫興業株式会社 665-0822 兵庫県宝塚市安倉中６‐８‐２３ 役務の提供 清掃業務（屋外）
白谷オフセット印刷社 669-1521 兵庫県三田市桑原４３番地１２ 印刷類 軽印刷
白浜電機株式会社 672-8023 兵庫県姫路市白浜町乙４６３ 一般機械器具設備類 家電製品
白菱電気設備株式会社 668-0013 兵庫県豊岡市中陰３９９‐１２ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社城山 671-0219 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９‐１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
城山開発株式会社 675-0302 兵庫県加古川市志方町野尻８０８－１ 役務の提供 その他役務
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神医協興産株式会社 658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１０６番地 リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
新栄株式会社 658-0053 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町３丁目１１番１１号 役務の提供 その他役務
株式会社新栄 661-0025 兵庫県尼崎市立花町３－１８－１５　ハイツ新栄 役務の提供 その他役務
株式会社真榮 675-0162 兵庫県加古郡播磨町二子６０４‐７ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社信栄商会 619-0201 京都府木津川市山城町綺田川久保１７－１ 船舶・車両類 車両販売
神榮電機設備工業株式会社 678-0031 兵庫県相生市旭１‐１７‐１３ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社新栄ビルサービス 670-0948 兵庫県姫路市北条宮の町２１９ 役務の提供 清掃業務（建物）
シンエスタ株式会社 652-0047 兵庫県神戸市兵庫区下沢通８丁目４－１１ 一般機械器具設備類 家電製品
新エネルギー開発株式会社 664-8510 兵庫県伊丹市中央５丁目５番１０号 燃料・動力類 電力
株式会社シンエンタープライズ 650-0011 兵庫県神戸市中央区５丁目１２－２６ 役務の提供 広告
株式会社新大阪商会 540-0005 大阪府大阪市中央区上町１‐７‐２０ 理化学・計測機器類 理化学機器
新川電機株式会社 730-0029 広島県広島市中区三川町１０‐９ 理化学・計測機器類 計測機器
新関西衣料サービス株式会社 675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一１３５２番地の１ リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
株式会社新型コロナ対策 141-0031 東京都品川区西五反田二丁目２８番５号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社シンキ 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通８番 役務の提供 設備保守・管理
神姫観光株式会社 670-0935 兵庫県姫路市北条口１丁目２８番地 役務の提供 その他役務
株式会社神姫空調サービス 670-0804 兵庫県姫路市保城５７３番地の４ 役務の提供 設備保守・管理
神姫グリーンバス株式会社 679-2413 兵庫県神崎郡神河町中村３９‐１ 役務の提供 旅客運送
神姫警備保障株式会社 670-0975 兵庫県姫路市中地南町３４番地宝成ビル 役務の提供 警備業務
株式会社神姫サービス 650-0013 兵庫県神戸市中央区花隈町２３‐２０　花隈グリーンビル 印刷類 青写真
神姫産業株式会社 652-0832 兵庫県神戸市兵庫区鍛冶屋町１丁目２番２３号 船舶・車両類 車両部品及び修理
神姫商工株式会社 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺字牛塚５３番地 船舶・車両類 車両販売
株式会社神姫総合警備 673-0551 兵庫県三木市志染町西自由が丘２丁目１３４番地５ 役務の提供 警備業務
神姫ゾーンバス株式会社 651-2211 兵庫県神戸市西区押部谷町栄字北垣内２２‐１ 役務の提供 旅客運送
有限会社神輝テック 651-1614 兵庫県神戸市北区淡河町木津３６７番地 役務の提供 清掃業務（屋外）
神姫トラストホープ株式会社 671-0253 兵庫県姫路市花田町一本松字牛塚１‐１ 役務の提供 その他役務
神姫道路施設株式会社 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構５－５９ 工事用材料類 道路保安用品
神姫バス株式会社 670-0913 兵庫県姫路市西駅前町１番地 役務の提供 旅客運送
神姫バス不動産株式会社 670-0996 兵庫県姫路市土山１丁目３－８ 役務の提供 清掃業務（建物）
神姫Ｂｉｚプロデュース株式会社 670-0947 兵庫県姫路市姫路市北条５０７番地 役務の提供 広告
神姫防災 679-2151 兵庫県姫路市香寺町香呂６８７‐４２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社神姫メンテナンス 670-0841 兵庫県姫路市城東町１０７‐５ 役務の提供 その他清掃
新響株式会社 660-0884 兵庫県尼崎市神田中通４－１１９ その他物品類 楽器
株式会社新宮クリーンランド 679-4303 兵庫県たつの市新宮町上笹字山ノ元５６番地 役務の提供 産業廃棄物処理
寝具のおおつか 652-0041 兵庫県神戸市兵庫区湊川町７丁目７番７号 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
シンコースポーツ株式会社 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町２－１－１ 役務の提供 その他役務
シンコースポーツ兵庫株式会社 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通四丁目２番２０号 役務の提供 その他役務
シンコービジネス 655-0048 兵庫県神戸市垂水区西舞子８丁目５‐１２ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社神港 673-0846 兵庫県明石市上ノ丸２‐１‐１４ 文具・事務用機器類 その他文具・事務用機器
神港衛生株式会社 653-0033 兵庫県神戸市長田区苅藻島町二丁目２番１１号 役務の提供 産業廃棄物処理
伸光化成株式会社 677-0015 兵庫県西脇市西脇６５３ 医療・薬品類 工業用薬品
株式会社神鋼環境ソリューション 651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町１丁目４番７８号 役務の提供 設備保守・管理
神鋼環境メンテナンス株式会社 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号 医療・薬品類 工業用薬品
神広企画株式会社 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目３番６号 役務の提供 広告
新光警備保障株式会社 655-0045 兵庫県神戸市東灘区御影石町１－１－４３ 役務の提供 警備業務
新光検査株式会社 673-0044 兵庫県明石市藤江字辻之外１８２０－３ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社新高工業 671-1104 兵庫県姫路市広畑区才７６０‐３ 工事用材料類 管工事材料
神港システムサプライ株式会社 563-0043 大阪府池田市神田２丁目２１番１号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社新広社 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１丁目４番１号 役務の提供 広告
神港商会 652-0058 兵庫県神戸市兵庫区菊水町９丁目１２－８ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
親興自動車株式会社 656-0021 兵庫県洲本市２‐３‐１７ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社新光造園土木 655-0865 兵庫県神戸市垂水区清玄町１３－３ 役務の提供 その他役務
新光電機株式会社 651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台３丁目１番地５５ 理化学・計測機器類 計測機器
株式会社進行堂 671-2214 兵庫県姫路市西夢前台１－７８－３ 文具・事務用機器類 教材
伸晃堂 661-0953 兵庫県尼崎市西長洲町２丁目１１－４ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社新神戸セキュリティ 658-0027 兵庫県神戸市東灘区青木１丁目２番１号 役務の提供 警備業務
新神戸ドック株式会社 652-0822 兵庫県神戸市兵庫区西出町１－２－８ 船舶・車両類 船舶部品及び修理
神鋼リース株式会社 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通２丁目２番４号 リース・レンタル リース（事務機器）
神鋼リサーチ株式会社 141-8688 東京都品川区北品川五丁目９番１２号 役務の提供 各種調査・研究
信号器材株式会社 211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０ 工事用材料類 道路保安用品
信号電材株式会社 836-0061 福岡県大牟田市新港町１‐２９ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社深秀園 662-0911 兵庫県西宮市池田町７－１９ 役務の提供 その他役務
株式会社シンセー 657-0844 兵庫県神戸市灘区都通２丁目１番１６号 百貨・日用品類 荒物雑貨
株式会社新生 570-0043 大阪府守口市南寺方東通２‐９‐１ 医療・薬品類 医療用薬品
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株式会社シンセイコーポレーション 101-0065 東京都千代田区西神田２丁目５番８号共和１５番館ビル 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社新生興業 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構１１１１番地 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社シンセイシャ 541-0053 大阪府大阪市中央区本町四丁目２番１２号　東芝大阪ビル９階 百貨・日用品類 衣類
株式会社伸生スクラップ 587-0042 大阪府堺市美原区木材通四丁目１５番１５号 役務の提供 資源回収
新星造園土木株式会社 651-1341 兵庫県神戸市北区八多町深谷字西谷３６５－３ 役務の提供 森林整備
株式会社新生竹内サービス 671-2508 兵庫県宍粟市山崎町上牧谷９２３ 船舶・車両類 車両部品及び修理
新生ビルテクノ株式会社 113-0022 東京都文京区千駄木３‐５０‐１３ 役務の提供 建物保守・管理
株式会社シンゼイ 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原２１９７－１６ 役務の提供 清掃業務（屋外）
新拓警備株式会社 664-0842 兵庫県伊丹市森本２－５２－６ 役務の提供 警備業務
有限会社新宅善廣商店 651-2274 兵庫県神戸市西区神戸市西区竹の台５丁目９番地の１ じゅう器類 家具
株式会社審調社 140-0013 東京都品川区南大井６－３－７スリージェ南大井２階 役務の提供 各種調査・研究
株式会社新通 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１－５－８ 役務の提供 広告
株式会社シンテック 651-1242 兵庫県神戸市北区山田町上谷上古々谷３－２ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社神鉄コミュニティサービス 651-1245 兵庫県神戸市北区谷上東町１番１号 役務の提供 清掃業務（建物）
神鉄タクシー株式会社 651-1142 兵庫県神戸市北区甲栄台３‐７‐１５ 役務の提供 旅客運送
神鉄バス株式会社 651-1331 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃字山町１３９９番地の２ 役務の提供 その他役務
新電機工業株式会社 651-2143 兵庫県神戸市西区丸塚１丁目２５番７号 一般機械器具設備類 電気設備
有限会社新東 656-0026 兵庫県洲本市栄町２－２－１７ じゅう器類 家具
株式会社神東 658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町１７‐６ 役務の提供 産業廃棄物処理
新東京警備保障株式会社 553-0003 大阪府大阪市福島区福島６丁目１２番１６号 役務の提供 その他役務
株式会社神東社 651-0067 兵庫県神戸市中央区神若通２丁目２番６号 役務の提供 その他役務
株式会社新東通信 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目１６番２９号 役務の提供 広告
株式会社神徳 652-0831 兵庫県神戸市兵庫区七宮町２－２－２３ 役務の提供 警備業務
新日本法規出版株式会社 460-8455 愛知県名古屋市中区栄１‐２３‐２０ その他物品類 書籍
新日本開発株式会社 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島３０５９番地２ 役務の提供 産業廃棄物処理
新日本管検工業有限会社 657-0834 兵庫県伊丹市南本町７－１－１－６０６ 役務の提供 各種調査・研究
新日本建鐵株式会社 651-2146 兵庫県神戸市西区宮下１丁目６－３ 工事用材料類 仮設建物
新日本美風株式会社 552-0002 大阪府大阪市港区市岡元町３丁目３番１６号 一般機械器具設備類 電気設備
特定非営利活動法人シンフォニー 660-0883 兵庫県尼崎市尼崎市神田北通２丁目１２番の１　大陽ビルディング５階 役務の提供 イベント等企画
シンフォニアエンジニアリング株式会社 516-8553 三重県伊勢市竹ヶ鼻町９９番地９６ 一般機械器具設備類 電気設備
シンフォニアテクノロジー株式会社 105-8564 東京都港区芝大門１‐１‐３０ 一般機械器具設備類 電気設備
新芙蓉エンジニアリング株式会社 653-0801 兵庫県神戸市長田区房王寺町６‐１‐４４ 役務の提供 設備保守・管理
新北播企業株式会社 677-0014 兵庫県西脇市郷瀬町３９８‐１ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社伸明 660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町１丁目２７番６号 印刷類 活平版印刷
株式会社神明電機 673-0885 兵庫県明石市桜町１４‐２４ 一般機械器具設備類 家電製品
新明和アクアテクサービス株式会社 658-0015 兵庫県神戸市東灘区本山南町８－６－２６ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
新明和ハートフル株式会社 658-0027 兵庫県神戸市東灘区青木１－１－１ 役務の提供 その他電算業務
新屋石油株式会社 656-0332 兵庫県南あわじ市湊１３４９ 燃料・動力類 石油
株式会社新結 671-2515 兵庫県宍粟市五十波６５番地６８ 役務の提供 森林整備
株式会社シンリュウ 665-0822 兵庫県宝塚市安倉中２‐４‐８ 役務の提供 警備業務
株式会社シンリョウ 171-0043 東京都豊島区要町３‐３６‐３ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
新菱工業株式会社 101-0046 東京都千代田区神田多町二丁目９番２号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社神陵文庫 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町２丁目２番１４号 その他物品類 書籍
シンレキ工業株式会社 144-0052 東京都大田区蒲田５丁目３８番１号 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
株式会社シンワ・アクティブ 566-0064 大阪府摂津市鳥飼中２－８－２９ 役務の提供 その他運送
信和アルコール産業株式会社 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町６番６号 医療・薬品類 その他医療・薬品類
信和エンジニアリング株式会社 661-0965 兵庫県尼崎市次屋３－１４－１９ 役務の提供 設備保守・管理
新和警備保障株式会社 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通４丁目４‐５ 役務の提供 警備業務
神和工業株式会社 669-3824 兵庫県丹波市青垣町小稗１１１ 役務の提供 森林整備
伸和サービス株式会社 531-0041 大阪府大阪市北区天神橋７丁目７番５号 役務の提供 建物保守・管理
親和商事株式会社 665-0822 兵庫県宝塚市安倉中２丁目１０－１５ 役務の提供 その他役務
進和テック株式会社 164-0012 東京都中野区本町１－３２－２ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社ジー・アローズ 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１－２２－３８－４０１ その他物品類 その他物品類
ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 191-8503 東京都日野市旭が丘四丁目７番地の１２７ 医療・薬品類 医療機器
株式会社ジーエスエフ 163-1477 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 役務の提供 その他役務
株式会社ジーエス電池商会 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町１－６－８ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社ＧＳユアサ 601-8520 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之島馬場町１ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社ジーエス・ユアサフィールディングス 143-0016 東京都大田区大森北４－８－１ 一般機械器具設備類 電気設備
ジーエルサイエンス株式会社 163-1130 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社ＧＯＰ警備保障 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通４丁目１番８号 役務の提供 警備業務
株式会社ジーピーオンライン 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜２丁目２－２８堂島アクシスビル３Ｆ 役務の提供 その他電算業務
ジーブレイン株式会社 602-8466 京都府京都市上京区千本通元請願寺上る南辻町３６９番地の３ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ジーベック 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町７－２－１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社Ｇリーフ 653-0004 兵庫県神戸市長田区五番町４－３０－２９－１０８ 役務の提供 産業廃棄物処理
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株式会社ジーン 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目９‐１２ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ジィ・アンド・ジィ株式会社 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通４丁目１番６号　シオノギ神戸ビル２階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ＧＳＩクレオス 102-0074 東京都千代田区九段南二丁目３－１ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
ジェーエスピー株式会社 552-0007 大阪府大阪市港区弁天１丁目６番３０号 工事用材料類 砂利・砂・土
株式会社ＪＣクレッセント 651-2274 兵庫県神戸市西区竹の台６丁目６番地１－１０３ 百貨・日用品類 衣類
ジェーピーエヌ債権回収株式会社 351-0022 埼玉県朝霞市東弁財一丁目２番１６号 役務の提供 その他役務
株式会社ジェイ・アクロス 668-0055 兵庫県豊岡市昭和町７‐５７ 燃料・動力類 石油
株式会社ジェイ・サイエンス関西 564-0062 大阪府吹田市垂水町３－２１－２４ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社ジェイ・ピー・システムズ 102-0093 東京都千代田区平河町一丁目３番１３号ヒューリック平河町ビル１Ｆ 理化学・計測機器類 計測機器
ＪＲＣシステムサービス株式会社 181-0002 東京都三鷹市牟礼６－２１－１１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ＪＲ西日本あいウィル 661-0976 兵庫県尼崎市潮江５丁目６－３０ 印刷類 活平版印刷
株式会社ＪＲ西日本コミュニケーションズ 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１－６－２０堂島アバンザ８Ｆ 役務の提供 広告
ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目４番２０号 役務の提供 各種調査・研究
ジェイアール西日本商事株式会社 660-0808 兵庫県尼崎市潮江１‐１‐６０ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社ＪＲ西日本メンテック 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目４番４４号 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社Ｊ＆Ｊヒューマンソリューションズ 141-0021 東京都品川区上大崎２丁目２４ー９　アイケイビル３階 役務の提供 人材派遣
株式会社ジェイウィン 101-0021 東京都千代田区外神田６－５－３ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社ＪＡエネルギー兵庫 651-2145 兵庫県神戸市西区玉津町居住８８番 燃料・動力類 LPガス
株式会社ジェイエイサポート 668-0011 兵庫県豊岡市上陰１７８番地１ 役務の提供 清掃業務（建物）
ＪＡ三井リース株式会社 104-0061 東京都中央区銀座八丁目１３番１号 リース・レンタル リース（事務機器）
株式会社ジェイ・エス・エイ 599-8253 大阪府堺市中区深阪２丁９番１１号 役務の提供 その他役務
ＪＳ関西株式会社 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺３－１２－８ 役務の提供 その他運送
株式会社ジェイエスキューブ 135-0062 東京都江東区東雲一丁目７番１２号 文具・事務用機器類 その他文具・事務用機器
ＪＦＥアクアサービス機器株式会社 436-0038 静岡県掛川市領家１４５０番地 役務の提供 その他役務
ＪＦＥアドバンテック株式会社 663-8202 兵庫県西宮市高畑町３番４８号 理化学・計測機器類 計測機器
ＪＦＥテクノス株式会社 230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 役務の提供 設備保守・管理
ＪＦＥテクノリサーチ株式会社 100-0004 東京都千代田区大手町二丁目７番１号 役務の提供 各種調査・研究
ＪＦＥプラントエンジ株式会社 111-0051 東京都台東区蔵前２－１７－４ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社ジェイエムエフ 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３番５号 役務の提供 その他役務
ジェイエムシー株式会社 781-8121 高知県高知市葛島４－３－３０ 役務の提供 各種調査・研究
ＪＣＯＭ株式会社 100-0005 東京都千代田区丸の内１―８―１丸の内トラストタワ―　Ｎ館 役務の提供 広告
株式会社ジェイコムウエスト 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町２－３－１２マルイト谷町ビル７階 役務の提供 その他電算業務
有限会社Ｊ－Ｓｕｐｐｏｒｔ 560-0041 大阪府豊中市清風荘１－１７－１０ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社ジェイシーシー 663-8151 兵庫県西宮市甲子園洲鳥町４‐２０ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社ジェイ・シー・ティ 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園一丁目２８番７号 医療・薬品類 医療機器
株式会社ジェイツーアシスト 162-0812 東京都新宿区西五軒町４番１０号 役務の提供 その他役務
株式会社ＪＴＣ 640-8342 和歌山県和歌山市友田町２丁目１４５番地ＫＥＧ教育センタービル 医療・薬品類 衛生材料
株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン 105-8335 東京都港区芝三丁目２３番１号 役務の提供 イベント等企画
株式会社　ＪＴＢ商事 550-0001 大阪府西区土佐堀１丁目３－７ じゅう器類 家具
株式会社ＪＴＢパブリッシング 162-8446 東京都新宿区払方町２５－５ 役務の提供 広告
株式会社ＪＴＢ 140-0002 東京都品川区東品川２丁目３番１１号 役務の提供 その他役務
ジェイネット株式会社 651-1104 兵庫県神戸市北区山田町藍那字太々谷６－２１ リース・レンタル リース（事務機器）
株式会社ジェイファスト 164-8721 東京都中野区本町１‐３２‐２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目１２番地 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社ＪＥＳＣＯ－ＥＸＰＲＥＳＳ 636-0012 奈良県北葛城郡王寺町葛下四丁目１９８番地の２ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社ＪＥＣＣ 100-8341 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 リース・レンタル リース（事務機器）
株式会社ジェニオ 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目４－４　三宮木口ビル８Ｆ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ＧＥＯソリューションズ 662-0971 兵庫県西宮市和上町１番３１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ジオテクノ関西 662-0911 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 印刷類 地図
株式会社ジオレ・ジャパン 660-0844 兵庫県尼崎市東浜町１－１ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ジチタイアド 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院１－１４－５　ＭＧ薬院ビル 役務の提供 広告
株式会社自治体病院共済会 102-0093 東京都千代田区平河町２丁目７番５号　砂防会館本館７階 リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
ＪＩＰテクノサイエンス株式会社 102-0074 東京都千代田区九段南１‐３‐１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ジホーキ株式会社 671-1131 兵庫県姫路市大津区天神町１‐４７‐１１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社事務機のサカモト 668-0055 兵庫県豊岡市昭和町２‐５６ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社ジャイロ 673-1421 兵庫県加東市山国２０１３－１０９ 印刷類 活平版印刷
株式会社ジャクエツ 914-0125 福井県福井県敦賀市若葉町二丁目１７７０番地 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社ジャスティス 668-0806 兵庫県豊岡市森８番１号 役務の提供 警備業務
株式会社ジャスティス・サポート 664-0836 兵庫県伊丹市北本町１丁目３１２番地　前田ビル２階南 役務の提供 警備業務
株式会社ジャスト・メディカルコーポレーション 541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町１丁目４－１５ 医療・薬品類 医療機器
株式会社ジャストサーブ 553-0003 大阪府大阪市福島区福島６丁目１２番１６号 役務の提供 その他役務
株式会社ジャストタイム二十四 812-0064 福岡県福岡市東区松田一丁目１０番１６号 百貨・日用品類 荒物雑貨
株式会社ジャスト・トレンド 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西１－２－１３ 役務の提供 その他役務
株式会社ジャッツ関西 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町８番８号　日進ビル８階 役務の提供 人材派遣

40 / 90 ページ



令和２・３・４年度　兵庫県物品関係入札参加資格者名簿 （令和４年４月１日現在）

商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
ジャトー株式会社 530-0053 大阪府大阪市北区末広町１－２２ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社ジャノメ 193-0941 東京都八王子市狭間町１４６３ じゅう器類 ミシン・編み機
株式会社ジャパックス 658-0016 兵庫県神戸市東灘区本山中町４－２－３ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 615-0851 京都府京都市右京区西京極西池田町９番地５　西京極駅前ビル６階 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ジャパンエニックス 140-0004 東京都品川区南品川２‐７‐１８ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
ジャパンエレベーターサービス関西株式会社 541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町四丁目２番１４号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ジャパンクリーンサービス 652-0866 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町４番３４号 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社ジャパンクリアランス 564-0043 大阪府吹田市南吹田５丁目１１番１８号クレベール江坂２０１ 役務の提供 その他清掃
ジャパン警備保障株式会社 650-0031 兵庫県神戸市中央区東町１２３番地の１ 役務の提供 警備業務
ジャパンサービス株式会社 662-0852 兵庫県西宮市中殿町５－７ 役務の提供 清掃業務（屋外）
ジャパンシステム株式会社 151-8404 東京都渋谷区代々木一丁目２２番１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ジャパンニューハン 532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野２－１０－１８ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社ジャパン・マーケティング・エージェンシー 150-0042 東京都渋谷区宇田川町１３番１１号 役務の提供 各種調査・研究
ジャパンメッセンジャーサービス株式会社 664-0899 兵庫県伊丹市大鹿６丁目６８ 役務の提供 その他運送
ジャパンレイクアンドキャナル株式会社 526-0033 滋賀県長浜市平方町８６８番地１（１１１１号） 役務の提供 その他役務
ジャパンレントオール株式会社 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋４６７－１ 役務の提供 イベント等企画
株式会社ジャム・デザイン 650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町１２１ 役務の提供 その他電算業務
株式会社ジャムコ 181-8571 東京都三鷹市大沢６－１１－２５ 船舶・車両類 航空機
重環オペレーション株式会社 850-0032 長崎県長崎市興善町２番２１号 役務の提供 設備保守・管理
重環オペレーション株式会社 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい４‐４‐２ 役務の提供 その他役務
株式会社じゅうにじ 669-1321 兵庫県三田市けやき台３－２１－１３ 役務の提供 広告
株式会社ジュッポーワークス 530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町１番３９号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社寿楽園 665-0821 兵庫県宝塚市安倉北５－１０４１－３ その他物品類 その他物品類
株式会社ジュンテンドー 699-3676 島根県益田市遠田町２１７９－１ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
順風路株式会社 170-0013 東京都東京都豊島区東池袋五丁目４４番１５号 その他物品類 その他物品類
株式会社ジョイハシモト 678-0232 兵庫県赤穂市中広２ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
株式会社ジョイロード 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜２－６－２ 役務の提供 清掃業務（屋外）
ジョイントロードサービス株式会社 661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺二丁目２０番２０号 工事用材料類 道路保安用品
上新電機株式会社 556-8550 大阪府大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社上智 939-1351 富山県砺波市千代１７６番地の１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
定田電気設備管理事務所 656-2144 兵庫県淡路市下司２７‐１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社城南工建 610-0113 京都府城陽市中芦原２７番地の１ その他物品類 その他物品類
株式会社城南メディカル 601-8141 京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花４８番１ 医療・薬品類 医療機器
株式会社浄美社 616-8143 京都府京都市右京区太秦川所町７‐１００ 役務の提供 清掃業務（建物）
情報システム監査株式会社 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目５番３６号 役務の提供 その他電算業務
情報セキュリティ株式会社 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目９番２６号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社情報テレコム 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通４丁目３－１０　ＩＰＳＸ　ＥＡＳＴ　１１０２ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社城洋商事 672-8022 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南１－６８－１ 一般機械器具設備類 電気設備
城陽ダイキン空調株式会社 537-0023 大阪府大阪市東成区玉津１－１０－３０ 一般機械器具設備類 電気設備
ジョルダン株式会社 160-0022 東京都新宿区新宿二丁目５番１０号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ジョンソンコントロールズ株式会社 151-0073 東京都渋谷区笹塚１‐５０‐１ 役務の提供 設備保守・管理
仁寿園造園緑地株式会社 672-8023 兵庫県姫路市白浜町乙２０‐５ 役務の提供 その他役務
株式会社ジンテック 651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町４丁目１３番５号 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社スーパーナース 102-0093 東京都千代田区平河町２－１６－１ 役務の提供 人材派遣
株式会社スイカン 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜３丁目１４‐３ 役務の提供 建物保守・管理
株式会社水機テクノス 156-0054 東京都世田谷区桜丘５－４８－１６ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社スイタ情報システム 105-0013 東京都港区浜松町２－６－２ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
水道機工株式会社 156-0054 東京都世田谷区桜丘５－４８－１６ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社水道産業新聞社 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎２丁目７番９号 印刷類 活平版印刷
有限会社水道筋宇治橋ミシン商会 657-0831 兵庫県神戸市灘区水道筋２－１２ じゅう器類 ミシン・編み機
株式会社Ｓｗｉｍｍｙ 141-0022 東京都品川区東五反田１丁目６番３号 役務の提供 広告
株式会社　水明堂 670-0887 兵庫県姫路市北平野南の町１５番４６号 役務の提供 設備保守・管理
水ｉｎｇＡＭ株式会社 108-0075 東京都港区港南１丁目７番１８号 役務の提供 設備保守・管理
水ｉｎｇエンジニアリング株式会社 108-0075 東京都港区港南１丁目７番１８号 役務の提供 設備保守・管理
有限会社スウィート 658-0016 兵庫県神戸市東灘区本山中町４－６－８ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社数理計画 101-0064 東京都千代田区神田猿楽町２－５－４ 役務の提供 各種調査・研究
有限会社末井スポーツ 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋６１‐６ その他物品類 スポーツ用品
Ｓｋｙ株式会社 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原３－４－３０ニッセイ新大阪ビル 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社スカイサイエンス 651-1301 兵庫県神戸市北区藤原台北町１－１－４ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社スカイビルメンテック 713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島７０４１－１４　Ｄ１０５ 役務の提供 清掃業務（建物）
スカイヤ株式会社 533-0033 岐阜県羽島市舟橋５丁目３７番地 役務の提供 清掃業務（建物）
菅波楽器株式会社 106-0045 東京都町田市原町田６‐２９‐１ その他物品類 楽器
株式会社菅野産業 675-2101 兵庫県加西市繁昌町１１４１‐１ 農林水産業用品類 その他農林水産業用品類
株式会社菅原 670-0945 兵庫県姫路市北条梅原町５０番地 印刷類 軽印刷
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菅原土木株式会社 670-0063 兵庫県姫路市下手野６‐３‐１４ 役務の提供 産業廃棄物処理
菅原正明公認会計士・税理士事務所 541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町３－１－８　ＭＰＲ本町ビル８階 役務の提供 その他役務
スキャネット株式会社 101-0061 東京都二丁目６番２号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社杉野興業 673-0892 兵庫県明石市本町一丁目７番７号ミルキーウェイ２０２号 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社杉原設計事務所 160-0022 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 役務の提供 各種調査・研究
杉本電気工事株式会社 652-0816 兵庫県神戸市兵庫区永沢町２丁目１番４号 工事用材料類 電気工事材料
有限会社スギヤ電化 678-1241 兵庫県赤穂郡上郡町山野里２３４８‐５ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社スクールゴー 543-0022 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１番１８号 医療・薬品類 衛生材料
株式会社ｓｃａｌｅ 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通２丁目１２－１２ 役務の提供 広告
スケール株式会社 669-5221 兵庫県朝来市和田山町秋葉台４－４１ 役務の提供 産業廃棄物処理
スズキ建設工業株式会社 674-0072 兵庫県明石市魚住町長坂寺３８５番地の５ 工事用材料類 仮設建物
株式会社　鈴木サービス工場 670-0802 兵庫県姫路市砥堀１００３番地の３ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社鈴木シャッター 170-0005 東京都豊島区南大塚１－１－４ 工事用材料類 建具
株式会社スズキ自販兵庫 651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬１５６７番地の１ 船舶・車両類 車両販売
株式会社スズキ二輪 432-8611 静岡県浜松市南区高塚町３００番地 船舶・車両類 その他車両類
株式会社スズキ販売新兵庫 651-2124 兵庫県姫路市青山２丁目３番１号 船舶・車両類 車両販売
株式会社スズキ販売西兵庫 671-1524 兵庫県揖保郡太子町東保３４１ 船舶・車両類 車両販売
株式会社スズケン 461-8701 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 医療・薬品類 医療用薬品
鈴与シンワート株式会社 108-0014 東京都港区芝４‐１‐２３　三田ＮＮビル２２階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
有限会社スターシップエンタープライズ 653-0882 兵庫県神戸市長田区長田天神町２‐２‐１０ 印刷類 活平版印刷
株式会社スタートライフ 550-0005 大阪府大阪市西区西本町一丁目２番１４号 役務の提供 その他役務
スターライト販売株式会社 535-0002 大阪府大阪市旭区大宮４－２３－７ その他物品類 その他物品類
株式会社スターラッシュ 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通３－２－１７　ワールド三宮ビル　Ｅ－０５ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社スタイリッシュ・エイチ・アンド・エイ 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－３－３神戸ハーバーランドビル 医療・薬品類 衛生材料
スタイレム瀧定大阪株式会社 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町１－２－３　マルイト難波ビル１１階 百貨・日用品類 衣類
スタジオＫ１ 667-1334 兵庫県美方郡香美町村岡区福岡３９４－５ 印刷類 活平版印刷
株式会社Ｓｔｕｄｉｏ　Ｓａｗｎａ 607-8135 京都府京都市山科区大塚野溝町７６－１ じゅう器類 家具
株式会社スタジオ三十三 612-8371 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 その他物品類 その他物品類
株式会社スタッフサービス 101-0022 東京都千代田区神田練塀町八十五番地　ＪＥＢＬ秋葉原スクエア 役務の提供 人材派遣
スタディーＫ 669-6545 兵庫県美方郡香美町香住区森２６９－１ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社ステップ 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１０５８―１ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社　ステラ 101-0021 東京都千代田区外神田５－２－１１ 役務の提供 各種調査・研究
ストロングポイント株式会社 761-0301 香川県高松市林町２２１７ー１５　香川産業頭脳化センタービル 役務の提供 その他役務
スナダヤ 652-0802 兵庫県神戸市兵庫区水木通２丁目２番１９号 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
株式会社スナミ 650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町２丁目６番２６号 役務の提供 設備保守・管理
ＳＵＮＡＭＥＲＩ　ＨＯＴＥＬＳ 670-0852 兵庫県姫路市国府寺町１５黒田ビル２Ｆ 役務の提供 その他役務
合資会社スピードタイヤ商会 673-0028 兵庫県明石市硯町１－４－１２ 船舶・車両類 車両部品及び修理
スプリングエイトサービス株式会社 679-5165 兵庫県たつの市新宮町光都１‐２０‐５ 役務の提供 人材派遣
株式会社スペース 170-0004 東京都豊島区北大塚１－１８－１１　大塚ＫＹビル２Ｆ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社スペースアイ 113-0022 東京都文京区千駄木３－２３－５－３階 役務の提供 その他役務
株式会社スペースデザイン三和 670-0831 兵庫県姫路市城見町１７７ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社スペースビジョン研究所 540-6591 大阪府大阪市中央区大手前１－７－３１ 役務の提供 各種調査・研究
スペースラボ株式会社 150-0043 東京都渋谷区道玄坂２－１０－７新大宗ビル１号館６Ｆ６０１号 役務の提供 イベント等企画
スペクトラ・フィジックス株式会社 102-0073 東京都千代田区九段北４－１－２８ 理化学・計測機器類 理化学機器
スポーツサービス広洋 671-1241 兵庫県姫路市網干区興浜６５５‐３ その他物品類 スポーツ用品
スポーツマインドアサバ 675-0057 兵庫県加古川市神吉８２３‐４０ その他物品類 スポーツ用品
スポーツマン 670-0902 兵庫県姫路市白銀町１３ その他物品類 スポーツ用品
株式会社スポニチパートナー 135-0044 東京都江東区越中島２丁目１番３０号ＳＴビル 役務の提供 広告
株式会社スマートバリュー 550-0004 大阪府大阪市中央区道修町三丁目６番１号 役務の提供 その他電算業務
株式会社スマートボックス 107-0061 東京都港区北青山三丁目３番７号 役務の提供 その他役務
有限会社須磨設備工業 654-0103 兵庫県神戸市須磨区白川台７丁目１０番地の９ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社住ゴム産業 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町４‐６‐１０（ハニービル） 工事用材料類 その他工事用材料類
有限会社スミダ印刷 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町４丁目１４番３号 印刷類 活平版印刷
住徳建設株式会社 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構１‐１１５‐１ 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
住友大阪セメント株式会社 102-8465 東京都千代田区六番町６番地２８ 役務の提供 産業廃棄物処理
住友重機械建機クレーン株式会社 110-0015 東京都台東区東上野６丁目９番３号 一般機械器具設備類 建設機器
住友重機械搬送システム株式会社 105-0003 東京都港区西新橋２－８－６ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社住友倉庫 530-0005 大阪府大阪市北区中之島三丁目２番１８号 役務の提供 その他役務
住友電工システムソリューション株式会社 112-0014 東京都文京区関口１‐４３‐５ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
住友電工テクニカルソリューションズ株式会社 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目７番２８号 役務の提供 設備保守・管理
住友三井オートサービス株式会社 163-1434 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 リース・レンタル その他リース
株式会社スミノエ 550-0013 大阪府大阪市西区新町２丁目４番２号なにわ筋ＳＩＡビル６階 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
有限会社すみ孫 656-2193 兵庫県淡路市志筑新島１０番地６ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
有限会社洲本衛生公社 656-0051 兵庫県洲本市物部３－１３－１１ 役務の提供 設備保守・管理
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公益社団法人洲本市シルバー人材センター 656-0051 兵庫県洲本市物部３‐９‐５９ 役務の提供 建物保守・管理
株式会社洲本大明社 656-0017 兵庫県洲本市上内膳２３７‐２ じゅう器類 幕・テント・看板
スリーエイ工業株式会社 629-3136 京都府京丹後市網野町新庄７１０番地の１ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社スリークラフト 656-0013 兵庫県洲本市下加茂１‐８ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ＴＤ・Ｋ 657-0836 兵庫県神戸市灘区城内通３－２－１６ 印刷類 軽印刷
株式会社スリーライク 301-0839 茨城県龍ケ崎市出し山町４７番地 百貨・日用品類 衣類
セーバー技研株式会社 657-0862 兵庫県神戸市灘区浜田町１‐１‐３１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社セービック 559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島３丁目１番１２号Ｄ棟 役務の提供 その他役務
株式会社セーフティーアイランド 658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町１６番地７ 役務の提供 産業廃棄物処理
生活工場株式会社 655-0013 兵庫県神戸市垂水区福田三丁目３－３０ 工事用材料類 建具
合同会社生活習慣病予防研究センター 103-0006 東京都中央区日本橋富沢町１０番１４号日本橋ＢＳビル７階 役務の提供 その他役務
清起株式会社 675-0054 兵庫県加古川市神野町福留５４４ 役務の提供 清掃業務（屋外）
セイコー・イージーアンドジー株式会社 104-0032 東京都中央区八丁堀２－２６－９ 理化学・計測機器類 理化学機器
セイコー商事株式会社 657-0055 兵庫県神戸市灘区上河原通２‐３‐１１ 理化学・計測機器類 計測機器
セイコータイムクリエーション株式会社 135-8610 東京都江東区福住２‐４‐３ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
有限会社生倖 661-0043 兵庫県尼崎市武庫元町１‐２１‐１８ 印刷類 活平版印刷
株式会社清光社 675-0041 兵庫県加古川市西神吉町宮前７１１－２ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社正興電機製作所 812-0008 福岡県福岡市博多区東光２丁目７番２５号 役務の提供 設備保守・管理
セイコーメディカル株式会社 640-8287 和歌山県和歌山市築港６丁目９番地の１０ 医療・薬品類 医療機器
有限会社西神清掃 674-0072 兵庫県明石市魚住町長坂寺１３５５－９ 役務の提供 その他役務
一般社団法人静純会 150-0043 東京都渋谷区道玄坂２丁目３番２号大外ビル３階 役務の提供 その他役務
株式会社星電社 650-0021 兵庫県神戸市中央区三ノ宮町１丁目５番８号 一般機械器具設備類 家電製品
セイノースーパーエクスプレス株式会社 135-0053 東京都江東区辰巳３丁目１０番２３号 役務の提供 その他運送
西播科学株式会社 671-1155 兵庫県姫路市広畑区大町三丁目６１番地 理化学・計測機器類 理化学機器
西播環境整備株式会社 671-1102 兵庫県姫路市広畑区蒲田１‐１５１６‐７ 役務の提供 産業廃棄物処理
西播古紙協同組合 670-0955 兵庫県姫路市安田３丁目９番地 役務の提供 資源回収
西播商事株式会社 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島字宝来３０６７‐８ 役務の提供 産業廃棄物処理
西播通運株式会社 678-0002 兵庫県相生市汐見台１５番地の１ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社西播テント工業 679-4155 兵庫県たつの市揖保町揖保中６５番地の３ 役務の提供 イベント等企画
西播米穀株式会社 670-0056 兵庫県姫路市東今宿二丁目６番２１号 その他物品類 その他物品類
有限会社清美社 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯３７３番地 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ＳＥＩＢＵ 671-1132 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町１丁目１４３番地 工事用材料類 管工事材料
セイブ商事株式会社 672-8038 兵庫県姫路市飾磨区阿成鹿古２７７番地 文具・事務用機器類 文具・事務用品
西部造園土木株式会社 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘８丁目１２番３０号 農林水産業用品類 植物
西部電気建設株式会社 657-0844 兵庫県神戸市灘区都通４丁目１番１号 一般機械器具設備類 電気設備
西部電建株式会社 677-0015 兵庫県西脇市西脇８８５－１２０ 一般機械器具設備類 電気設備
西部電工株式会社 671-1124 兵庫県姫路市広畑区鶴町２‐３１ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社成文社 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通７‐４‐６ 文具・事務用機器類 用紙
西洋フード・コンパスグループ株式会社 170-0013 東京都中央区築地五丁目５番１２号 役務の提供 その他役務
株式会社清流浄化 655-0041 兵庫県神戸市垂水区神陵台５丁目２２番８号べんり空間１０２号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社青菱コミュニティ 247-8505 神奈川県鎌倉市上町屋３４５番地 役務の提供 設備保守・管理
西菱電機株式会社 664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木３－５－３３ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社正和 712-8055 岡山県倉敷市南畝一丁目１３番１号 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社セイワ 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上９６２－１２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社誠和管財 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町４丁目１１番３３号 役務の提供 清掃業務（建物）
正和商事株式会社 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町１丁目３番４号 農林水産業用品類 その他農林水産業用品類
星和電機株式会社 610-0121 京都府城陽市寺田新池３６番地 工事用材料類 道路保安用品
世界産業株式会社 598-0035 大阪府泉佐野市南中樫井４７３番地の１ 役務の提供 その他役務
株式会社セカンドオフィス 650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９番地　大樹生命神戸三宮ビル５階 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社瀬川機械店 668-0085 兵庫県豊岡市宮井１３６５番地の１ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
株式会社関家具 831-0033 福岡県大川市幡保２０１－１ じゅう器類 家具
株式会社石樹園 678-0021 兵庫県相生市赤坂１－２－１９ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社　関石油店 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋４９‐３ 燃料・動力類 石油
関電気設備管理事務所 651-1221 兵庫県神戸市北区緑町８丁目１１番４号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社セキュリティハウス神姫 670-0825 兵庫県姫路市市川橋通２－４９－２ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社世光電気 670-0073 兵庫県姫路市姫路市御立中３丁目１２番２９号 一般機械器具設備類 電気設備
セコム株式会社 150-0001 東京都渋谷区神宮前１‐５‐１ 役務の提供 警備業務
株式会社セゾンパーソナルプラス 170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目３３番８号 役務の提供 その他役務
株式会社摂津 661-0011 兵庫県尼崎市東塚口町２‐４‐２７ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社摂津清運 661-0011 兵庫県尼崎市東塚口町２丁目４番２７号 役務の提供 産業廃棄物処理
攝津電機工業株式会社 562-0015 大阪府箕面市稲６‐２‐１ 一般機械器具設備類 電気設備
瀬戸内クラフト株式会社 722-0062 広島県尾道市向東町９２１０ 船舶・車両類 船舶新造
株式会社瀬戸内航空写真 702-8024 岡山県岡山市南区浦安南町６７３－１ 印刷類 地図
公益社団法人瀬戸内海環境保全協会 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目５番２号　人と防災未来センター東館５階 役務の提供 各種調査・研究
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商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
瀬戸根電気設備管理事務所 669-1323 兵庫県三田市あかしあ台３丁目４‐２ 役務の提供 設備保守・管理
妹尾印刷株式会社 670-0061 兵庫県姫路市西今宿一丁目二番二十号 印刷類 活平版印刷
株式会社セノン 163-0416 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 役務の提供 その他役務
株式会社セフコ 572-0834 大阪府寝屋川市昭栄町１２－１０－１０２ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社セフティ繊維 110-0014 東京都台東区北上野２‐１１‐１ その他物品類 その他物品類
株式会社セプレ２４ 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通２－１３－３ 役務の提供 警備業務
瀬味証券印刷株式会社 102-0076 東京都千代田区五番町３－１ 印刷類 活平版印刷
株式会社セラム 462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根一丁目２６番２３号 役務の提供 その他役務
株式会社セリウ電器 679-0211 兵庫県加東市上滝野６６０‐３ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社セリオ 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１－５－１７　堂島グランドビル８Ｆ 役務の提供 人材派遣
有限会社セル 661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東２－１９－４３ 役務の提供 広告
株式会社セルート 169-0075 東京都新宿区高田馬場一丁目３１番１８号 役務の提供 その他運送
セルテック株式会社 670-0952 兵庫県姫路市南条５７８‐２ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社セレスポ 170-0004 東京都豊島区北大塚１‐２１‐５ 役務の提供 イベント等企画
仙霞堂フジタ印房 667-0022 兵庫県養父市八鹿町下網場４２５‐１ 文具・事務用機器類 印判
株式会社センコー 672-8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅１－７４ リース・レンタル その他リース
センコー株式会社 531-6115 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番３０号 役務の提供 その他運送
株式会社先春園茶舗 673-0892 兵庫県明石市本町１－１５－１ その他物品類 嗜好品
株式会社宣成社 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜１‐５‐８ 役務の提供 広告
株式会社千田 542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前８－１６ じゅう器類 ガス・厨房機器
仙代テック株式会社 669-1357 兵庫県三田市東本庄２０６８－１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社仙台銘板 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野５―８―５ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社宣通 461-0005 愛知県名古屋市東区東桜２－１６－２７ 役務の提供 広告
株式会社セントラルサクセス 670-0937 兵庫県姫路市元塩町１１９番地　セントラルビル２階 役務の提供 その他電算業務
セントラルヘリコプターサービス株式会社 480-0297 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先１番地１ 船舶・車両類 航空機
セントラルマイクロメーション株式会社 670-0937 兵庫県姫路市元塩町１１９番地 印刷類 軽印刷
船場印刷株式会社 670-0994 兵庫県姫路市定元町４番地の２ 印刷類 活平版印刷
泉陽興業株式会社 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町１丁目８番１５号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
戦力エージェント株式会社 160-0022 東京都新宿区新宿１－４－１１ 役務の提供 人材派遣
株式会社ゼスト 565-0817 大阪府吹田市長野西１７番１号 役務の提供 その他役務
銭屋電機株式会社 677-0015 兵庫県西脇市西脇１０３３ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社ゼニライトブイ 563-0035 大阪府池田市豊島南二丁目１７６番地の１ 一般機械器具設備類 建設機器
株式会社ゼネラル商会 661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町２丁目３―６ 一般機械器具設備類 消防機器
ゼロワットパワー株式会社 277-0871 千葉県柏市若柴１７８番地４柏の葉キャンパスＫＯＩＬ 燃料・動力類 電力
（株）ゼンコーサービス 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通４－３－１０ＩＰＳＸＥＡＳＴ８０４号室 役務の提供 警備業務
株式会社全広 551-0011 大阪府大阪市大正区小林東３－１９－２２ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社善興社 136-0071 東京都江東区亀戸４－１１－９ＡＨＡＶＡビル７階 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
全国農業協同組合連合会 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目３番１号 農林水産業用品類 植物
全但印刷工芸株式会社 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿字沖田１３０８ 印刷類 活平版印刷
全但環境株式会社 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町７６８‐１ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社全但スポーツ 668-0042 兵庫県豊岡市京町８‐９ その他物品類 スポーツ用品
全但清掃協同組合 668-0084 兵庫県豊岡市福田１４９５‐６ 役務の提供 設備保守・管理
全但石油株式会社 668-0024 兵庫県豊岡市寿町９番２５号 燃料・動力類 石油
全但バス株式会社 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿１１３‐１ 役務の提供 旅客運送
株式会社全日警 103-0007 東京都中央区日本橋浜町１－１－１２ 役務の提供 警備業務
一般財団法人全日本交通安全協会 102-0074 東京都千代田区九段南４‐８‐１３ その他物品類 書籍
協同組合全日本富士金属共同機構 577-0015 大阪府東大阪市長田３‐９‐２１ 工事用材料類 管工事材料
善明電気設備管理事務所 669-2121 兵庫県丹波篠山市見内３０４ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ゼンリン 804-0003 福岡県北九州市戸畑区中原新町３－１ 印刷類 地図
株式会社ソーイング竹内 679-1133 兵庫県多可郡多可町中区糀屋９０ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
株式会社ソーエイ 673-0898 兵庫県明石市樽屋町６－６ 印刷類 活平版印刷
ソーシャルアドバンス株式会社 650-0031 兵庫県神戸市中央区東町１２３番地の１ 役務の提供 その他役務
株式会社ソールドアウト 550-0013 大阪府大阪市西区新町一丁目５番７号 役務の提供 その他役務
株式会社ソウア 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島５－１３－１４－７Ｆ 役務の提供 清掃業務（建物）
装栄株式会社 550-0026 大阪府大阪市西区安治川２‐１‐４ 百貨・日用品類 荒物雑貨
株式会社双英理研 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町２丁目７番３７号 理化学・計測機器類 理化学機器
医療法人社団創輝会 106-0041 東京都港区麻布台二丁目３番５号　ノアビル９階 医療・薬品類 医療用薬品
有限会社創建 671-0102 兵庫県姫路市大塩町汐咲三丁目９番地 その他物品類 スポーツ用品
株式会社創建 460-0011 愛知県名古屋市中区大須４－１０－３２ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社創功エンジニアリング 662-0942 兵庫県西宮市浜町１３－２ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社創虹社 669-2324 兵庫県丹波篠山市２１４－５ その他物品類 写真
総合インテリアアダチ 669-5265 兵庫県朝来市朝来市和田山町筒江９０７‐３ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
株式会社総合環境計画 135-0046 東京都江東区牡丹一丁目１４番１号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社総合計画機構 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町２－２－２２ 役務の提供 各種調査・研究
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商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
綜合警備保障株式会社 107-8511 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 役務の提供 警備業務
公益財団法人総合健康推進財団 101-0047 東京都千代田区内神田二丁目７番６号 役務の提供 イベント等企画
総合調査設計株式会社 530-0012 大阪府大阪市北区芝田１－１０－１０ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社綜合電装 533-0033 大阪府大阪市東淀川区西淡路１－３－２６－８０１ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社総合防災ソリューション 102-0082 東京都千代田区一番町１３番地１６ 役務の提供 その他役務
双日ツーリスト株式会社 100-8691 東京都千代田区内幸町２－１－１ 役務の提供 その他役務
創電工業株式会社 596-0813 大阪府岸和田市池尻町５７９－１４ 役務の提供 設備保守・管理
双和化学産業株式会社 652-0882 兵庫県神戸市兵庫区芦原通１丁目２番２６号 医療・薬品類 工業用薬品
ソシオエンジニアリング株式会社 545-0003 大阪府大阪市阿倍野区美章園１丁目８番２０号 役務の提供 各種調査・研究
ＳｏｃｉｏＦｕｔｕｒｅ株式会社 105-0013 東京都港区浜松町一丁目３０番５号 役務の提供 その他役務
素心株式会社 670-0924 兵庫県姫路市紺屋町５１番地 医療・薬品類 その他医療・薬品類
ソニックガード株式会社 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２－８－２５ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社ソフトウェア・サービス 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原２‐６‐１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ソフトバンク株式会社 105-7529 東京都港区海岸１‐７‐１ 役務の提供 その他役務
株式会社ソフトライフ 656-0461 兵庫県南あわじ市市円行寺１５０番地 文具・事務用機器類 その他文具・事務用機器
株式会社ソラスト 108-8210 東京都港区港南一丁目７番１８号 役務の提供 その他役務
ソリマチ株式会社 940-0071 新潟県長岡市表町１丁目４番地２４ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社ソルヴァ 594-1103 大阪府和泉市浦田町５１６－３９ 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
株式会社ソルト関西 541-0053 大阪府大阪市中央区本町２丁目５番７号 工事用材料類 道路保安用品
ソレキア株式会社 144-8626 東京都大田区西蒲田８－１６－６ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
損害保険ジャパン株式会社 160-8338 東京都新宿区西新宿１－２６－１ 役務の提供 その他役務
ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿１－２４－１ 役務の提供 その他役務
有限会社造園まえだ 679-4016 兵庫県たつの市揖西町南山２‐１３２ 農林水産業用品類 その他農林水産業用品類
タイカン淡路販売・アートミューズ 656-1316 兵庫県洲本市五色町鮎原栢野１５４‐１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社タイキ 543-0045 大阪府大阪市天王寺区寺田町１丁目１番２号 その他物品類 その他物品類
タイキシステム株式会社 550-0005 大阪府大阪市西区西本町一丁目十五番六号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
タイコー展装株式会社 670-0831 兵庫県姫路市城見町１３ じゅう器類 幕・テント・看板
有限会社太光工業 670-0974 兵庫県姫路市飯田１‐４６ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社太閤通商 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜２丁目１８番地３ その他物品類 その他物品類
大衆自動車整備 670-0996 兵庫県姫路市土山５‐３‐２８ 船舶・車両類 車両部品及び修理
大勝電工株式会社 651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町三丁目２番４号 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社大成 457-0071 愛知県名古屋市南区千竈通６－９－２ 一般機械器具設備類 工作機器
タイセイアクト株式会社 673-0883 兵庫県明石市中崎１丁目８番４号 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
大成機工株式会社 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－１－３－２７００ 工事用材料類 管工事材料
株式会社大誠工業 652-0802 兵庫県神戸市兵庫区水木通４－２－４ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社大成電機工業所 660-0832 兵庫県尼崎市東初島町２番地の２４ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
大成有楽不動産株式会社 104-8330 東京都中央区京橋３－１３－１ 役務の提供 建物保守・管理
有限会社タイテック 652-0807 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通１の３６号 農林水産業用品類 農林水産業用機器
株式会社太平エンジニアリング 113-8474 東京都文京区本郷１‐１９‐６ 役務の提供 設備保守・管理
大平産業株式会社 656-0014 兵庫県洲本市桑間６８１ 一般機械器具設備類 工作機器
太平ビルサービス株式会社 163-1119 東京都新宿区西新宿６‐２２‐１ 役務の提供 設備保守・管理
太平ビルサービス大阪株式会社 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町１‐６‐１０ 役務の提供 清掃業務（建物）
タイムズ２４株式会社 100-0006 東京都品川区西五反田２－２０－４ 役務の提供 その他役務
タイモスポーツ 660-0806 兵庫県尼崎市西長洲町２丁目１４‐５ その他物品類 スポーツ用品
株式会社タイヨー 661-0026 兵庫県尼崎市水堂町３‐１５‐１９ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社大洋 670-0085 兵庫県姫路市山吹２丁目１１番１２号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社大洋エンジニアリング 651-2411 兵庫県神戸市西区上新地１－１－６ 一般機械器具設備類 家電製品
太洋エンジニアリング株式会社 630-8115 奈良県奈良市大宮町６‐７‐３ 役務の提供 各種調査・研究
太洋開発 672-8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅１丁目８番地２ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社タイヨー環境サービス 679-2123 兵庫県姫路市豊富町豊富３４０３－１ 役務の提供 その他役務
太陽工業株式会社 532-0012 大阪府淀川区木川東４－８－４ 農林水産業用品類 動物・飼料
株式会社大洋工芸 555-0013 大阪府大阪市西淀川区千舟１－５－４１ リース・レンタル その他リース
太洋通信工業株式会社 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１‐３‐１５ 一般機械器具設備類 家電製品
太陽電機株式会社 667-0115 兵庫県養父市上箇６４０番地 一般機械器具設備類 家電製品
太洋堂 615-0007 京都府京都市右京区西院上花田町４番地 役務の提供 その他電算業務
大陽日酸ガス＆ウェルディング株式会社 550-0013 大阪府大阪市西区新町４－１７－１０ 燃料・動力類 高圧ガス
太陽有限責任監査法人 107-0051 東京都港区元赤坂一丁目２番７号 役務の提供 その他役務
高井医療器株式会社 671-1575 兵庫県揖保郡太子町佐用岡４７１番地１ 医療・薬品類 医療機器
タカオ株式会社 720-0004 広島県福山市御幸町中津原１７８７－１ その他物品類 スポーツ用品
株式会社タカオ 670-0808 兵庫県姫路市白国２‐１‐３３ 文具・事務用機器類 教材
有限会社高尾造園土木 672-8003 兵庫県姫路市奥山２４７ 役務の提供 その他役務
タカギエレクトロニクス株式会社 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目７番１９号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
高木コーポレーション株式会社 678-0174 兵庫県赤穂市砂子２４５番地１ 役務の提供 その他役務
高木造園芸株式会社 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町５－９２－２ 農林水産業用品類 植物
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商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
たかくら 666-0153 兵庫県川西市一庫１－２－６ その他物品類 嗜好品
株式会社高砂興業 676-0811 兵庫県高砂市竜山１丁目２‐３２ 役務の提供 その他役務
タカサゴ道路株式会社 676-0807 兵庫県高砂市米田町島２６７‐８ 工事用材料類 道路保安用品
高島商事株式会社 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田二丁目１７７番地１ 燃料・動力類 LPガス
高庄株式会社 655-0852 兵庫県神戸市垂水区名谷町１０１１－１ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社高浄 569-0022 大阪府高槻市須賀町４７番１９号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社高田造園土木 675-0061 兵庫県加古川市加古川町大野１０９７‐１ 役務の提供 害虫駆除
高取商事株式会社 653-0032 兵庫県神戸市長田区苅藻通６丁目３番２号 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社タカノ 564-0063 大阪府吹田市江坂町５‐６‐１０ リース・レンタル その他リース
株式会社高橋商店 678-0011 兵庫県相生市那波野２２０ 役務の提供 資源回収
タカハシ自動車工業株式会社 670-0836 兵庫県姫路市神屋町３‐３‐２ 船舶・車両類 車両販売
高橋電気設備管理事務所 653-0838 兵庫県神戸市長田区大谷町２－３－２ 役務の提供 その他役務
高浜酸素株式会社 672-8075 兵庫県姫路市飾磨区思案橋９６ 燃料・動力類 高圧ガス
株式会社高原商店 670-0842 兵庫県姫路市城東町毘沙門２１ 一般機械器具設備類 工作機器
高原電気設備管理事務所 653-0875 兵庫県神戸市長田区丸山町３丁目２‐２２ 役務の提供 設備保守・管理
高部石油株式会社 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾１‐２ 燃料・動力類 石油
株式会社高松商会 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺３２４２番地 役務の提供 清掃業務（建物）
高松帝酸株式会社 760-0065 香川県高松市朝日町五丁目１４番１号 リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
株式会社高見沢サイバネティックス 164-0011 東京都中野区中央２‐４８‐５ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
鷹峰株式会社 669-3311 兵庫県丹波市柏原町母坪３２９‐１ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
高山設備株式会社 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町３２０ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社高吉運送 670-0952 兵庫県姫路市南条１－１３０ 役務の提供 その他運送
企業組合宝塚高齢者雇用福祉事業団 665-0051 兵庫県宝塚市高司２－１－２０ 役務の提供 清掃業務（建物）
公益社団法人宝塚市シルバー人材センター 665-0827 兵庫県宝塚市小浜２－１－１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
宝塚水道工事業協同組合 665-0827 兵庫県宝塚市小浜３‐２‐１９ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社宝塚石油 665-0835 兵庫県宝塚市旭町三丁目２３－２５ 燃料・動力類 石油
株式会社宝塚舞台 665-0845 兵庫県宝塚市栄町１‐１‐５７ 役務の提供 その他役務
宝塚緑化株式会社 665-0883 兵庫県宝塚市山本中３丁目１２番７号 農林水産業用品類 植物
株式会社宝塚労働事業団 665-0864 兵庫県宝塚市泉町１０－１ 役務の提供 清掃業務（建物）
瀧定名古屋株式会社 460-8667 愛知県名古屋市中区錦二丁目１３－１９ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
有限会社多紀水工 669-2123 兵庫県丹波篠山市古市６１ じゅう器類 ガス・厨房機器
たきの種苗株式会社 656-2131 兵庫県淡路市志筑１６３７の５ 農林水産業用品類 植物
タキハラ楽器 655-0852 兵庫県神戸市垂水区名谷町字前田１０４４‐１７ その他物品類 楽器
瀧本株式会社 579-8013 大阪府東大阪市西石切町７－４－３ 百貨・日用品類 衣類
株式会社滝本 656-0473 兵庫県南あわじ市市小井１３７番地 役務の提供 その他役務
タキヤ株式会社 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内一丁目１０番１２号 その他物品類 その他物品類
株式会社タクト・マシン・サービス 105-0012 東京都港区芝大門２－９－１６　Ｄａｉｗａ芝大門ビル７階 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社タクマ 660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町２―２―３３ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
有限会社タクマ楽器 661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘１０‐６‐２６ その他物品類 楽器
たくみサービス 672-8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅２－５５ハイツ前田２０２ 役務の提供 清掃業務（建物）
匠ピアノ工房 679-0211 兵庫県加東市上滝野５７０ 役務の提供 その他役務
タクラルブラザース株式会社 541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町２丁目１番２号 百貨・日用品類 その他記念品・日用品類
株式会社拓和 101-0047 東京都千代田区内神田１‐４‐１５ 理化学・計測機器類 計測機器
株式会社タグチ 669-3467 兵庫県丹波市氷上町本郷３１８‐８ その他物品類 スポーツ用品
田口建材株式会社 673-0891 兵庫県明石市大明石町２‐８‐２ 工事用材料類 道路保安用品
竹井機器工業株式会社 956-0113 新潟県新潟市秋葉区矢代田６１９ 理化学・計測機器類 理化学機器
竹内印刷株式会社 675-1378 兵庫県小野市王子町６６９‐１ 印刷類 活平版印刷
株式会社竹内商店 677-0015 兵庫県西脇市西脇１６３‐１ 医療・薬品類 工業用薬品
株式会社竹内商店 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水立合池６３２ 燃料・動力類 LPガス
タケウチ事務機株式会社 663-8113 兵庫県西宮市甲子園口４丁目２２‐２５ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社竹内電気商会 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水１３７‐１７ 一般機械器具設備類 電気設備
竹内電気設備管理事務所 679-5644 兵庫県佐用郡佐用町上秋里２６６ 役務の提供 設備保守・管理
竹内油業株式会社 652-0853 兵庫県神戸市兵庫区今出在家町１‐２‐４ 燃料・動力類 石油
竹川興業 651-2239 兵庫県神戸市西区櫨谷町松本２６５ 役務の提供 設備保守・管理
竹田運動具店 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２８２８－６ その他物品類 スポーツ用品
タケダ商事株式会社 674-0092 兵庫県明石市二見町東二見１３３番地の１ 医療・薬品類 工業用薬品
竹田タイヤ 671-2573 兵庫県宍粟市山崎町今宿８８‐３ 船舶・車両類 車両部品及び修理
竹田テント装備株式会社 670-0012 兵庫県姫路市本町２０５番地 じゅう器類 幕・テント・看板
竹鶴石油株式会社 652-0853 兵庫県神戸市兵庫区今出在家町１丁目２‐４ 燃料・動力類 石油
株式会社タケデン 671-2106 兵庫県姫路市夢前町莇野１２２番地 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社竹虎 246-0001 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町９２７９－６９ 医療・薬品類 衛生材料
株式会社タケナカ 552-0021 大阪府大阪市港区築港三丁目１番４３号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
竹中鋼管株式会社 670-0971 兵庫県姫路市西延末１６８‐１ 工事用材料類 管工事材料
竹中電気設備管理事務所 675-1113 兵庫県加古郡稲美町岡１２６４－２ 役務の提供 設備保守・管理
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竹野生コンクリート株式会社 669-6226 兵庫県豊岡市竹野町下塚１２ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社たけびし 615-8501 京都府京都市右京区西京極豆田町２９ 医療・薬品類 医療機器
株式会社　タケミ・コーポレーション 593-8316 大阪府堺市西区山田二丁１９１番地１ 医療・薬品類 工業用薬品
竹本電気設備管理事務所 678-0081 兵庫県相生市若狭野町若狭野８３４ 役務の提供 設備保守・管理
竹森鐵工株式会社 669-5241 兵庫県朝来市２８５ その他物品類 その他物品類
株式会社多次商店 653-0015 兵庫県神戸市長田区菅原通２‐４ 医療・薬品類 工業用薬品
但馬印章堂 668-0045 兵庫県豊岡市城南町２－２ 文具・事務用機器類 印判
但馬魚市場株式会社 668-0084 兵庫県豊岡市福田１２１‐１ 農林水産業用品類 動物・飼料
株式会社但馬環境 668-0873 兵庫県豊岡市庄境１１１８‐１ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社但馬ガス供給センター 669-5261 兵庫県朝来市和田山町枚田２４４ 燃料・動力類 LPガス
株式会社但馬近畿工業 667-0022 兵庫県養父市八鹿町下網場２０８‐３ 役務の提供 設備保守・管理
タジマ工芸 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町７３０－１０ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社但馬産業 669-5132 兵庫県朝来市山東町溝黒１４‐１ 工事用材料類 砂利・砂・土
但馬重機株式会社 669-5231 兵庫県朝来市朝来市和田山町林垣９２５番地５ 一般機械器具設備類 建設機器
但馬ディーゼル有限会社 669-6542 兵庫県美方郡香美町香住区一日市１２６番地の３ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社但馬電気 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿５８０‐１ 一般機械器具設備類 家電製品
たじま農業協同組合 668-0046 兵庫県豊岡市九日市上町５５０番地の１ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
但馬ボイラー工業株式会社 668-0057 兵庫県豊岡市弥栄町５－４８ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
但馬マルヰ株式会社 669-5204 兵庫県朝来市和田山町駅北１２番地４ 燃料・動力類 LPガス
株式会社但谷 650-0013 兵庫県神戸市中央区花隈町３２‐８ 理化学・計測機器類 環境機器
株式会社タスクールＰｌｕｓ 464-0855 愛知県名古屋市千種区千種通七丁目２５番地の１ 役務の提供 その他役務
タスク研究所 669-3154 兵庫県丹波市山南町梶３９１－１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社タスクフォース 541-0053 大阪府大阪市中央区本町４丁目４ー２４ 役務の提供 その他役務
多田電気設備管理事務所 668-0027 兵庫県豊岡市若松町１３－１５ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社立花エレテック 550-8555 大阪府大阪市西区西本町１－１３－２５ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社たちばな商会 651-2313 兵庫県神戸市西区神出町田井１３２０－５８ その他物品類 その他物品類
タチバナ自動車株式会社 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口８９‐２ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社橘電機 674-0065 兵庫県明石市大久保町西島７５０‐２ 一般機械器具設備類 電気設備
立花電気株式会社 661-0023 兵庫県尼崎市大西町１‐１０‐２６ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社たぢま屋 670-0085 兵庫県姫路市山吹１丁目２番４１号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
ＴＡＣ株式会社 101-8383 東京都千代田区神田三崎町３－２－１８ 役務の提供 その他役務
株式会社タック・ポート 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－２１－３ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社タツタ環境分析センター 578-0941 大阪府東大阪市岩田町２丁目３番１号 役務の提供 各種調査・研究
龍田紡績株式会社 670-0965 兵庫県姫路市東延末２６４番地 医療・薬品類 その他医療・薬品類
株式会社龍野衛生公社 679-4169 兵庫県たつの市龍野町大道２－１１ 役務の提供 産業廃棄物処理
たつのオーギヤ電機株式会社 679-4161 兵庫県たつの市龍野町日山３７７－２ 一般機械器具設備類 家電製品
有限会社竜野グリーン 679-4116 兵庫県たつの市神岡町沢田１１７ 役務の提供 その他役務
たつの森林組合 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮１０４８‐８ 役務の提供 森林整備
辰巳印刷有限会社 666-0025 兵庫県川西市加茂１－１１－１５ 印刷類 活平版印刷
辰巳運輸株式会社 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島１３５８番地 役務の提供 その他役務
巽合成化学株式会社 557-0061 大阪府大阪市西成区北津守４丁目４番２１号 医療・薬品類 工業用薬品
タツミ産業株式会社 672-8078 兵庫県姫路市飾磨区英賀甲１９４４－２ 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
辰巳自動車株式会社 653-0884 兵庫県神戸市長田区明泉寺町３丁目３‐９ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社タツミテック 679-2113 兵庫県姫路市山田町南山田８３９－１ 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
株式会社辰己電機商会 535-0021 大阪府大阪市旭区清水３‐１‐１５ 一般機械器具設備類 家電製品
建物管理株式会社 670-0009 兵庫県姫路市鍵町１２番地 役務の提供 その他役務
有限会社立脇商店 653-0033 兵庫県神戸市長田区苅藻島町１丁目１番５１号 役務の提供 資源回収
田中藍株式会社 830-0025 福岡県久留米市城南８－２７ 医療・薬品類 工業用薬品
有限会社田中画材 675-0035 兵庫県加古川市加古川町友沢４１６－３ 文具・事務用機器類 教材
株式会社田中機械店 675-2103 兵庫県加西市鶉野町４６－１２０ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
田中工業株式会社 651-0071 兵庫県神戸市中央区筒井町３‐１０‐１９ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社田中工業所 669-6741 兵庫県美方郡新温泉町七釜８０番地の１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社田中産業 669-1529 兵庫県三田市三田市中央町１６－２ 燃料・動力類 LPガス
田中種苗株式会社 656-0014 兵庫県洲本市桑間８５１‐１ 農林水産業用品類 植物
田中消防器具製作所 669-5334 兵庫県豊岡市日高町山本４０ 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社田中信一商店 679-4165 兵庫県たつの市龍野町本町２１６ 燃料・動力類 LPガス
有限会社田中総合商事 651-2313 兵庫県神戸市西区神出町田井１３２０－５８ 役務の提供 旅客運送
株式会社田中造園 651-0058 兵庫県神戸市中央区熊内町２－１－１９－１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
田中電気株式会社 101-0021 東京都千代田区外神田１‐１５‐１３ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
田中電気管理事務所 651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町４丁目６番地１５号 役務の提供 設備保守・管理
田中電機水道株式会社 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町２７‐２ 一般機械器具設備類 家電製品
田中農機株式会社 668-0045 兵庫県豊岡市城南町１０‐２５ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
株式会社田中久之商店 676-0072 兵庫県高砂市伊保港町１丁目９番１９号 百貨・日用品類 荒物雑貨
株式会社タナカレイダン 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路９３９‐２ 一般機械器具設備類 電気設備
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タナベ経営 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原３－３－４１ 役務の提供 その他役務
株式会社谷井水道工業所 665-0805 兵庫県宝塚市雲雀丘３‐１‐３９ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社谷尾 563-0341 大阪府豊能郡能勢町宿野１０８１‐１ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社谷垣組 668-0312 兵庫県豊岡市但東町南尾１６６ 役務の提供 森林整備
谷口商会株式会社 701-0221 岡山県岡山市南区藤田３３８‐３１ その他物品類 その他物品類
谷口電気設備管理事務所 671-4213 兵庫県宍粟市波賀町原９３ 役務の提供 設備保守・管理
谷口林業株式会社 656-0111 兵庫県洲本市鮎屋６２６ 役務の提供 森林整備
タニコー株式会社 142-0041 東京都品川区戸越一丁目７番２０号 じゅう器類 ガス・厨房機器
株式会社谷沢製作所 104-0041 東京都中央区新富２－８－１ 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社谷商会 675-0057 兵庫県加古川市東神吉町神吉４４８‐１ 役務の提供 その他清掃
株式会社タニタヘルスリンク 112-0004 東京都文京区後楽一丁目４番１４号楽森ビル８階 役務の提供 その他役務
谷田電気設備管理事務所 669-6333 兵庫県豊岡市竹野町御又４５５番地 役務の提供 設備保守・管理
谷田電気設備管理事務所 670-0803 兵庫県姫路市城見台２丁目１１１１－７５ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社谷電気 656-0031 兵庫県洲本市千草乙１４７ 一般機械器具設備類 家電製品
谷水加工板工業株式会社 669-3631 兵庫県丹波市氷上町賀茂１４５７番地の１ 一般機械器具設備類 消防機器
合資会社谷本弘輝堂 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用３０７７ 印刷類 活平版印刷
株式会社谷安総業 656-2121 兵庫県洲本市安乎町平安浦５３０‐２３ 工事用材料類 道路保安用品
有限会社谷山商店 534-0002 大阪府大阪市都島区大東町１－１４－１３ 役務の提供 資源回収
株式会社田能商会 660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町２－２５－１５ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
有限会社田畑モータース 669-3401 兵庫県丹波市春日町山田６６５ 船舶・車両類 車両販売
タマオキエンタープライズ 663-8141 兵庫県西宮市高須町１丁目１‐１１‐１４６４ 一般機械器具設備類 家電製品
多摩川エアロシステムズ株式会社 144-0041 東京都大田区羽田空港１－７－１空港施設第二綜合ビル 船舶・車両類 航空機
玉川衛材株式会社 101-0032 東京都千代田区岩本町２丁目２番１６号 医療・薬品類 衛生材料
玉野総合コンサルタント株式会社 461-0005 愛知県名古屋市東区東桜２－１７－１４ 役務の提供 各種調査・研究
玉杢ケヤキ研究所 675-2414 兵庫県加西市馬渡谷町２２８‐３ 役務の提供 その他役務
株式会社田村コピー 660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町１‐６‐４８ 印刷類 青写真
田村電気管理事務所 664-0001 兵庫県伊丹市荒牧５丁目５‐１９ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社田村土建 669-5346 兵庫県豊岡市日高町伊府８１－１ 役務の提供 森林整備
樽谷造園土木 673-0009 兵庫県明石市西明石東町７－４０ 役務の提供 清掃業務（屋外）
但銀リース株式会社 668-0032 兵庫県豊岡市千代田町１‐２４ リース・レンタル リース（事務機器）
株式会社丹新ビルサービス 620-0933 京都府福知山市東羽合町１６４番地 役務の提供 建物保守・管理
株式会社丹青研究所 108-0075 東京都港区港南１－６－４１ 役務の提供 イベント等企画
株式会社丹青社 108-8220 東京都港区港南一丁目２番７０号 その他物品類 その他物品類
但南建設株式会社 669-5193 兵庫県朝来市山東町滝田１４８番地の１ 役務の提供 産業廃棄物処理
丹波篠山市森林組合 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町４１番地 役務の提供 森林整備
丹波市森林組合 669-3811 兵庫県丹波市青垣町佐治７４４‐１ 役務の提供 森林整備
株式会社丹波新聞社 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原２０１番地の１ 印刷類 活平版印刷
丹波石油株式会社 669-3309 兵庫県丹波市２９１０番地の２ 燃料・動力類 石油
丹波ひかみ森林組合 669-3613 兵庫県丹波市氷上町上新庄１２０３‐１ 役務の提供 森林整備
一般社団法人丹波吹風山狩猟会 620-0804 京都府福知山市字石原６９８番地の５ 役務の提供 その他役務
株式会社たんぽぽ 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台４丁目１番４ 医療・薬品類 医療機器
ダイイチ株式会社 604-8056 京都府京都市中京区富小路通錦小路上る高宮町５８０番地 百貨・日用品類 衣類
第一安全工業株式会社 670-0943 兵庫県姫路市市之郷１２６９－１ 工事用材料類 道路保安用品
第一運輸作業株式会社 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜２－１１－１ 役務の提供 その他運送
株式会社第一学習社 733-8521 広島県広島市西区横川新町７‐１４ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
第一企業株式会社 669-2214 兵庫県丹波篠山市味間新８６－２ 役務の提供 清掃業務（屋外）
第一工業株式会社 431-3112 静岡県浜松市東区大島町９５５－９ じゅう器類 家具
第一工業株式会社 670-0804 兵庫県姫路市保城４７４ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
第一航空株式会社 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町四丁４０１番地１ 船舶・車両類 航空機
株式会社第一工芸 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通８‐２‐３７ じゅう器類 幕・テント・看板
大一産業株式会社 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通５丁目１番２０号 じゅう器類 その他じゅう器
第一商事株式会社 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通５丁目２番６号 工事用材料類 道路保安用品
第一実業株式会社 101-8222 東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地 船舶・車両類 車両販売
有限会社第一自動車工業所 660-0881 兵庫県尼崎市昭和通１‐１‐５ 船舶・車両類 車両部品及び修理
第一設備管理株式会社 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構１‐１４８‐１ 役務の提供 その他清掃
有限会社第一建物管理 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町２丁目７番１２号 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社第一テクノ 140-0013 東京都品川区南大井６丁目１３番１０号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
第一データサービス株式会社 651-2124 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和１０６０‐５ 印刷類 活平版印刷
第一電子株式会社 651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬３０１ リース・レンタル リース（事務機器）
第一法規株式会社 107-8560 東京都港区南青山二丁目１１番１７号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
第一防災株式会社 570-0016 大阪府守口市大日東町１２‐５ 役務の提供 建物保守・管理
第一リース株式会社 105-0001 東京都港区虎ノ門１－２－６ リース・レンタル その他リース
株式会社ダイエープロジェクト 665-0821 兵庫県伊丹市桜ケ丘６－２－３ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
株式会社大栄 663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目１番２６号 役務の提供 産業廃棄物処理
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大衛株式会社 534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通２‐３‐３ 医療・薬品類 衛生材料
株式会社大栄 651-2115 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府３７－３ 工事用材料類 セメント2次製品
大栄環境株式会社 594-1144 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番２８号 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社大栄商会 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津４０１－２ 役務の提供 設備保守・管理
大英石油株式会社 652-0896 兵庫県神戸市兵庫区須佐野通２－２－１３ 燃料・動力類 石油
大栄電機株式会社 651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台３丁目２－５３ 一般機械器具設備類 電気設備
大円食品工業株式会社 679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治字拝尾８６２番地の２３ その他物品類 その他物品類
株式会社大桜 651-1113 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町５‐４‐１５‐１ 役務の提供 産業廃棄物処理
大開電気株式会社 652-0804 兵庫県神戸市兵庫区塚本通２‐２‐２８ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社ダイカン 538-0037 大阪府大阪市鶴見区焼野３‐２‐７９ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社ダイキアクシス 791-8022 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ダイキサービス 660-0051 兵庫県尼崎市東七松町１丁目１番１４－１０２号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社大喜商会 544-0001 大阪府大阪市生野区新今里３－１４－６ 百貨・日用品類 衣類
有限会社大起プラントサービス 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田４‐１９‐１５ 役務の提供 その他清掃
株式会社大協 664-0837 兵庫県伊丹市北河原５丁目３番３１号 役務の提供 産業廃棄物処理
大協企業株式会社 650-0031 兵庫県神戸市中央区東町１２３－１ リース・レンタル その他リース
株式会社ダイキョウクリーン 663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目１番１６号 役務の提供 その他清掃
大共道路設備株式会社 547-0003 大阪府大阪市平野区加美南５－１３－２７ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社ダイキンアプライドシステムズ 108-0023 東京都港区芝浦４－１３－２３　ＭＳ芝浦ビル 役務の提供 設備保守・管理
ダイキンエアテクノ株式会社 130-0026 東京都墨田区両国２丁目１０番８号　住友不動産両国ビル 一般機械器具設備類 電気設備
ダイキン工業株式会社 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 役務の提供 設備保守・管理
大工園設備工業株式会社 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通１丁目１番１８号 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社大健 670-0962 兵庫県姫路市南駅前町６４ 役務の提供 建物保守・管理
大研科学産業株式会社 531-0073 大阪府大阪市北区本庄西２－１３－１９ 理化学・計測機器類 理化学機器
大研理化学器械株式会社 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２－４－１６ 理化学・計測機器類 理化学機器
ダイゲン自動車工業株式会社 660-0828 兵庫県尼崎市東大物町２丁目６番１号 船舶・車両類 車両部品及び修理
ダイコー株式会社 105-0012 東京都港区芝大門１‐１‐１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社大幸 656-0101 兵庫県洲本市納字高曲２０８番地の１ じゅう器類 その他じゅう器
株式会社大広 530-8263 大阪府大阪市北区中之島２丁目２番７号 役務の提供 広告
ダイコウ印刷株式会社 658-0016 兵庫県神戸市東灘区本山中町４丁目５‐１８ 印刷類 フォーム印刷
株式会社大幸建設 674-0083 兵庫県明石市魚住町住吉１‐３‐１５ 役務の提供 清掃業務（屋外）
大興制服株式会社 558-0047 大阪府大阪市住吉区千躰２－７－２５ 百貨・日用品類 衣類
大興電子通信株式会社 162-8565 東京都新宿区揚場町２番１号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
大幸道路管理株式会社 652-0833 兵庫県神戸市兵庫区島上町２‐２‐２２‐２Ｆ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社大黒 640-8525 和歌山県和歌山市手平３丁目８番４３号 医療・薬品類 医療機器
株式会社大黒商事 651-0066 兵庫県神戸市中央区国香通４‐１‐２ 印刷類 青写真
株式会社醍醐管理 601-1374 京都府京都市伏見区醍醐西大路町１２８番地１３ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ダイシン 652-0852 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町３‐１‐１６ 役務の提供 その他役務
株式会社ダイシン 666-0024 兵庫県川西市久代１－１０－５５ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社大伸 652-0804 兵庫県神戸市兵庫区塚本通４－１－１９ 印刷類 活平版印刷
有限会社大神工業サービス 657-0845 兵庫県神戸市灘区岩屋中町２丁目４番４号 役務の提供 その他清掃
大神産業株式会社 662-0076 兵庫県西宮市松生町１２－４６ 百貨・日用品類 衣類
株式会社大伸社 537-0001 大阪府大阪市東成区深江北１－１５－３２ 印刷類 活平版印刷
大新東株式会社 182-0021 東京都調布市調布ケ丘三丁目６番地３ 役務の提供 その他役務
株式会社大清社 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目１０番１号　神戸交通センタービル４Ｆ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社ダイセキ 455-8505 愛知県名古屋市港区船見町１－８６ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社大設 671-1102 兵庫県姫路市広畑区蒲田４‐１４０ 印刷類 地図
株式会社大測システック 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町１－７－１３ 理化学・計測機器類 環境機器
株式会社ダイテックシステム 662-0916 兵庫県西宮市戸田町４番２８号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社大東工作所 652-0846 兵庫県神戸市兵庫区出在家町２‐６‐２ 船舶・車両類 船舶部品及び修理
大東産業株式会社 761-8014 香川県高松市香西南町１０２‐４ 工事用材料類 道路保安用品
ダイトウ電気工事株式会社 652-0822 兵庫県神戸市兵庫区西出町２‐３‐２０ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
ダイトウボウ株式会社 103-0023 東京都中央区日本橋本町１－６－１ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
大都美装株式会社 531-0075 大阪府大阪市北区大淀南１－１１－１６ 役務の提供 清掃業務（建物）
大都保全興業株式会社 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中３‐１６‐１２　Ｆ＆Ｇビル 役務の提供 清掃業務（屋外）
ダイトロン株式会社 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４‐６‐１１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社大同井本エナジー 551-0012 大阪府大阪市大正区平尾一丁目１番１７号 燃料・動力類 石油
株式会社大同電機製作所 660-0824 兵庫県尼崎市東本町３－１ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社大道プロミネンス 660-0805 兵庫県尼崎市西長洲２－３－１１ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社ダイナスタイル 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町二丁目４‐３ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社 135-8505 東京都江東区豊洲５－６－１５ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
有限会社ダイナミー 663-8113 兵庫県西宮市甲子園口５－１５－２２－１０５ 役務の提供 清掃業務（建物）
大日建設株式会社 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町７－２９－１１ 役務の提供 産業廃棄物処理
大日工業株式会社 540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町２丁目３番１４号 役務の提供 設備保守・管理
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大日通信工業株式会社 660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町１‐２‐６５ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社大日警 108-0022 東京都品川区大崎３丁目１７番１３号 役務の提供 警備業務
大日本印刷株式会社 162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号 役務の提供 イベント等企画
大日本コンサルタント株式会社 101-0022 東京都千代田区神田練塀町３００番地 役務の提供 各種調査・研究
ダイネン株式会社 672-8555 兵庫県姫路市飾磨区中島３００１番地 燃料・動力類 その他燃料・動力類
株式会社ダイネン産業 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島３００１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ダイネンヒューマンｐｌｕｓ 670-0012 兵庫県姫路市本町２４０番地　大手前ダイネンＢＬＤ．５階 役務の提供 イベント等企画
ダイハツディーゼル株式会社 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１ー１ー３０ 一般機械器具設備類 電気設備
大毎広告株式会社 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３丁目４番５号 役務の提供 広告
株式会社大丸白衣 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋２‐４‐１７ 百貨・日用品類 衣類
大明通産株式会社 136-0082 東京都江東区新木場二丁目１５番２０号　ミライト新木場ビル６階 リース・レンタル その他リース
大明道路管理株式会社 658-0013 兵庫県神戸市東灘区深江北町２‐１２‐１３ 役務の提供 清掃業務（屋外）
ダイヤル・サービス株式会社 107-8610 東京都千代田区三番町６番地２ 役務の提供 その他役務
大雄興業株式会社 653-0872 兵庫県神戸市長田区大日丘町１－３－６ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社ダイヨー 656-0143 兵庫県南あわじ市中条中筋１５００－３ 印刷類 地図
有限会社ダイヨシ環境管理 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路１８－１ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社ダイワ 671-1145 兵庫県姫路市大津区平松２２３ 燃料・動力類 LPガス
株式会社ダイワ・セキュリティー 600-8490 京都府京都市下京区四条通大宮東入立中町５０８ 役務の提供 警備業務
ダイワエンジニアリング株式会社 698-0043 島根県益田市中島町イ１９番地２ 役務の提供 その他役務
大和化成株式会社 652-0047 兵庫県神戸市兵庫区下沢通２丁目１番１７号 医療・薬品類 工業用薬品
株式会社大和研装社 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通６丁目１番２号 役務の提供 清掃業務（建物）
大和工務店株式会社 679-4333 兵庫県たつの市新宮町下野田４４番地４ 役務の提供 森林整備
大和産業株式会社 849-0921 佐賀県佐賀市高木瀬西１ー５ー１９ じゅう器類 幕・テント・看板
大和写真工業株式会社 561-0828 大阪府豊中市三和町４‐３‐１ 印刷類 活平版印刷
大和出版印刷株式会社 658-0031 兵庫県神戸市東灘区向洋町東２‐７‐２ 印刷類 活平版印刷
株式会社大和生研 670-0936 兵庫県姫路市古二階町６３番地 役務の提供 その他役務
大和建物サービス株式会社 660-0861 兵庫県尼崎市御園町２４ 役務の提供 清掃業務（建物）
大和ハウス工業株式会社 530-8241 大阪府大阪市北区梅田３－３－５ 燃料・動力類 電力
大和被服株式会社 713-8102 岡山県倉敷市玉島２－１３－２３ 百貨・日用品類 衣類
大和美術印刷株式会社 671-1234 兵庫県姫路市網干区新在家１２７５ 印刷類 その他印刷類
大和リース株式会社 540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋２‐１‐３６ リース・レンタル その他リース
株式会社ダスキンクラウン 620-0057 京都府福知山市問屋町２０番地の８ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社ダスキンハクロ 670-0883 兵庫県姫路市城北新町一丁目１１番１０号 リース・レンタル その他リース
株式会社ダスキン播磨 670-0093 兵庫県姫路市南新在家１－１ リース・レンタル その他リース
株式会社ダスキンヘルスケア 105-0014 東京都港区芝１‐６‐１０ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社ダストマンサービス 662-0934 兵庫県西宮市西宮市西宮浜１丁目１４番地 役務の提供 産業廃棄物処理
有限会社ダック 670-0053 兵庫県姫路市南車崎２丁目７番２６号 印刷類 青写真
株式会社ダテ・メディカルサービス 612-8419 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町４８ 医療・薬品類 医療機器
ＷＤＢ株式会社 100-0005 東京都千代田区丸の内２－３－２ 役務の提供 人材派遣
ダブルエース株式会社 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内２－１８－１０アネクスビル３階 一般機械器具設備類 通信・音響機器
有限会社ダブルスデザイン 670-0947 兵庫県姫路市北条１‐２２７‐１０１ 印刷類 活平版印刷
株式会社ダルトンメンテナンス 104-0045 東京都中央区築地５－６－１０ 役務の提供 その他役務
有限会社ダルマヤデンキ 679-2161 兵庫県姫路市香寺町溝口５１１－６ 一般機械器具設備類 家電製品
ダンシャジャパン株式会社 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜３－６－１２　日総第１２ビル６０７ 医療・薬品類 衛生材料
株式会社ダンノウ 656-0101 兵庫県洲本市納２４３‐１ 農林水産業用品類 農林水産業用薬品
株式会社地域科学研究所 870-0037 大分県大分市東春日町１－１ＮＳ大分ビル 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社地域環境計画 154-0015 東京都世田谷区桜新町２－２２－３　ＮＤＳビル 役務の提供 各種調査・研究
株式会社地域計画建築研究所 600-8007 京都府京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町８２ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社地域経済研究所 540-0033 大阪府大阪市中央区石町１丁目１番１号天満橋千代田ビル２号館５階 役務の提供 各種調査・研究
株式会社地域社会研究所 604-8151 京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町２２８番地アオイビル 役務の提供 各種調査・研究
株式会社地域情報ラボ 546-0035 大阪府大阪市東住吉区山坂１－１２－２０ 役務の提供 イベント等企画
株式会社地域文化財研究所 578-0941 大阪府東大阪市岩田町１丁目１７番９号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社地域未来研究所 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目５番１７号 役務の提供 各種調査・研究
千種園 671-3233 兵庫県宍粟市千種町西河内１２８５ 役務の提供 その他役務
株式会社千種商店 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用３０１８‐６ 燃料・動力類 LPガス
株式会社チクモグループ 671-3202 兵庫県宍粟市千種町黒土１１８－４ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社知識経営研究所 106-0045 東京都港区麻布十番２‐１１‐５ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社チヂキ 701-0221 岡山県岡山市南区藤田５６６番地の１８５ 百貨・日用品類 記章・バッジ
株式会社千葉出版 652-0816 兵庫県神戸市兵庫区永沢町４丁目４番１８号 印刷類 軽印刷
株式会社知福木材 671-2421 兵庫県姫路市安富町長野２７１番地２ 役務の提供 森林整備
Ｃｈｕｂｂ損害保険株式会社 141-8479 東京都北品川６‐７‐２９　ガーデンシティ品川御殿山 役務の提供 その他役務
株式会社チューガイ 655-0854 兵庫県神戸市垂水区桃山台１－２－８ 役務の提供 害虫駆除
中越バス販売株式会社 930-2226 富山県富山市八町７９９４‐１ 役務の提供 資源回収
中央開発株式会社 169-8612 東京都新宿区西早稲田３丁目１３番５号 役務の提供 各種調査・研究
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株式会社中央環境 660-0874 兵庫県尼崎市西本町２‐６５ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社中央クリエイト 162-0042 東京都新宿区早稲田町８１番地 役務の提供 その他役務
中央警備保障株式会社 530-0012 大阪府大阪市北区芝田２丁目３番１９号東洋ビル 役務の提供 警備業務
中央コンサルタンツ株式会社 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 役務の提供 各種調査・研究
中央コンピューター株式会社 530-6691 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番２７号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
中央コンピューターサービス株式会社 086-1152 北海道標津郡中標津町北町２丁目２２番地 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
中央商工株式会社 535-0002 大阪府大阪市旭区大宮４－２２－１ 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社中央ジオマチックス 174-0041 東京都板橋区舟渡３丁目１５‐２２ 印刷類 地図
中央自動車工業株式会社 670-0966 兵庫県姫路市延末２５６番地 役務の提供 その他役務
有限会社中央タイヤ 670-0053 兵庫県姫路市南車崎１丁目６‐１９ 船舶・車両類 車両部品及び修理
有限会社中央調理機 677-0015 兵庫県西脇市西脇１０４７－６ じゅう器類 ガス・厨房機器
中央復建コンサルタンツ株式会社 533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 役務の提供 その他役務
株式会社中央ポンプ製作所 570-0005 大阪府守口市八雲中町３丁目１３番７１号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
中外テクノス株式会社 733-0013 広島県広島市西区横川新町９‐１２ 役務の提供 各種調査・研究
中近開発株式会社 679-4127 兵庫県たつの市龍野町宮脇３４ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社　中国パラテックス 700-0945 岡山県岡山市南区新保１１１６番地の７ その他物品類 その他物品類
中丹防災 623-0043 京都府綾部市上延町下雑面１８－１ 一般機械器具設備類 消防機器
中鉄観光株式会社 700-0821 岡山県岡山市北区中山下２－８－５５ 役務の提供 旅客運送
中電技術コンサルタント株式会社 734-8510 広島県広島市南区出汐２‐３‐３０ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
中播電設株式会社 670-0972 兵庫県姫路市亀山２丁目１６３番地の５ 一般機械器具設備類 電気設備
中部科学機器株式会社 458-0035 愛知県名古屋市緑区曽根１丁目１２８ 理化学・計測機器類 理化学機器
中部電力ミライズ株式会社 461-8680 愛知県名古屋市東区東新町１番地 燃料・動力類 電力
株式会社中和 639-2152 奈良県葛城市大畑２０番地１ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社長寿乃里 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 役務の提供 その他役務
株式会社長大 103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町１‐２０‐４ 役務の提供 各種調査・研究
長福石油株式会社 669-6433 兵庫県美方郡香美町香住区沖浦９１１－２ 燃料・動力類 LPガス
千代田興産株式会社 810-0012 福岡県福岡市中央区白金２‐５‐１６ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社千代田テクノル 113-8681 東京都文京区湯島１－７－１２ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社ツーリストエキスパーツ 113-0033 東京都文京区本郷１丁目２４番１号 役務の提供 人材派遣
ツイン航空電子株式会社 243-0803 神奈川県厚木市山際１０５１－１－１０２ 船舶・車両類 航空機
株式会社通電技術 003-0029 北海道札幌市白石区平和通２丁目北１１番２０号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社塚口ガスの店 664-0873 兵庫県伊丹市野間１‐７‐１６ じゅう器類 ガス・厨房機器
塚口タイプセンター 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町４‐２９‐１ 印刷類 軽印刷
司園造園土木株式会社 655-0852 兵庫県神戸市垂水区名谷町３０９３番地 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社司商会 657-0844 兵庫県神戸市灘区都通１丁目１－２６ 一般機械器具設備類 消防機器
ツカサ事務機販売株式会社 673-0011 兵庫県明石市西明石町２－５－８ じゅう器類 家具
司電機産業株式会社 573-0137 大阪府枚方市春日北町１丁目１３番６号 一般機械器具設備類 電気設備
塚田印刷株式会社 663-8247 兵庫県西宮市津門稲荷町１１番１２号 印刷類 フォーム印刷
株式会社塚本電気設備 671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着７２１－６ 一般機械器具設備類 電気設備
月島機械株式会社 104-0053 東京都中央区晴海３－５－１ 医療・薬品類 工業用薬品
月島テクノメンテサービス株式会社 135-0031 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社津崎鋼材 667-0011 兵庫県養父市八鹿町浅間２８‐１ 工事用材料類 鋼材
株式会社対馬造園店 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町１－４－９ 農林水産業用品類 植物
株式会社辻井建築設計事務所 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目４番２－５１７号 役務の提供 建物保守・管理
株式会社辻建設 629-3562 京都府京丹後市久美浜町佐野９８９ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
蔦友印刷株式会社 381-0036 長野県長野市平林１‐３４‐４３ 印刷類 活平版印刷
津田電気設備管理サービス 677-0026 兵庫県西脇市坂本３８０－６市営住宅３０３ 役務の提供 設備保守・管理
ツチセー株式会社 673-0883 兵庫県明石市中崎１－９－３ 工事用材料類 砂利・砂・土
株式会社土田商事 669-3311 兵庫県丹波市柏原町母坪４０９番地の１ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
有限会社槌田造園土木 671-1224 兵庫県姫路市網干区津市場４３２ 役務の提供 その他役務
土屋工業株式会社 102-0083 東京都千代田区麹町２‐４ 印刷類 特殊印刷
有限会社土山陶器店 670-0922 兵庫県姫路市二階町１１５ じゅう器類 ガス・厨房機器
都築テクノサービス株式会社 105-0022 東京都港区海岸１‐１１‐１ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
都築電気株式会社 105-8665 東京都港区新橋６－１９－１５ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
椿野化工株式会社 670-0057 兵庫県姫路市北今宿２‐４‐４１　姫路ビジネスビル２階 医療・薬品類 工業用薬品
株式会社壷井造園 673-1446 兵庫県加東市上田４５４‐２ 役務の提供 清掃業務（屋外）
ツボサカエナジー株式会社 670-0955 兵庫県姫路市安田４丁目８３番地 燃料・動力類 石油
坪田産業株式会社 670-8691 兵庫県姫路市亀井町１０８ 百貨・日用品類 記章・バッジ
坪田商事株式会社 668-0061 兵庫県豊岡市上佐野字向野１７９１番地の２ 一般機械器具設備類 工作機器
株式会社坪田測器 651-2114 兵庫県神戸市西区今寺５－１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
ツミヤマ株式会社 538-0032 大阪府鶴見区安田４‐８‐４１ 農林水産業用品類 その他農林水産業用品類
株式会社つむら工芸 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀２‐１２‐２４ じゅう器類 幕・テント・看板
鶴亀温水器工業株式会社 577-0067 大阪府東大阪市高井田西３－２－２１ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
つるかめ管財株式会社 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通六丁目五番四号 役務の提供 清掃業務（建物）
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株式会社ツルカメ舎 668-0054 兵庫県豊岡市塩津町１番２４号 役務の提供 広告
つるでん株式会社 656-2132 兵庫県淡路市志筑新島１０‐５ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社鶴見製作所 538-8585 大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目１６番４０号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
テーラーヨシダ 651-1131 兵庫県神戸市北区北五葉５丁目５番４６号 百貨・日用品類 衣類
株式会社ティ・アシスト 500-8828 岐阜県岐阜市若宮町九丁目１６番地 役務の提供 清掃業務（建物）
有限会社ティ・ワン・オート 668-0804 兵庫県豊岡市野上８４８－５ 船舶・車両類 車両部品及び修理
有限会社Ｔ・Ｒ・Ｃ総合サービス 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田６３５番地の２５ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社ティーアールパートナー 465-0043 愛知県名古屋市名東区宝が丘２８４ その他物品類 その他物品類
有限会社ティーエーシーエンジニアリング 660-0062 兵庫県尼崎市浜田町１‐４８ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ティーエス・コーポレーション 666-0033 兵庫県川西市栄町１２－１秋山ビル５Ｆ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
ＴＳＰ太陽株式会社 153-0043 東京都目黒区東山１‐１７‐１６ 役務の提供 イベント等企画
ＴＳＰ西日本株式会社 532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東４－８－３３ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社ティー・エム・ピー 670-0992 兵庫県姫路市福沢町３６ 印刷類 軽印刷
ＴＯＡ株式会社 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町７－２－１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社Ｔ－Ｃｕｂｅ 600-8815 京都府京都市下京区中堂寺栗田町９３番地 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
Ｔ．Ｋテクニカル 665-0014 兵庫県尼崎市青葉台１丁目１２－１４ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
ＴＣ神鋼不動産サービス株式会社 651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町２丁目８番２０号 役務の提供 建物保守・管理
ＴＤＬａｂ 669-3611 兵庫県丹波市氷上町柿柴８５－１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ティーネットジャパン 761-8081 香川県高松市成合町９３０番地１０ 役務の提供 人材派遣
ＴＰホールディングス株式会社 562-0035 大阪府箕面市船場東１－２－２０ 理化学・計測機器類 計測機器
ティーペック株式会社 110-0005 東京都台東区上野５丁目６番１０号 役務の提供 その他役務
ティーメディクス株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿一丁目２２番２号 リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
ＴＩＳ株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ティアイメディカル株式会社本社 592-8333 大阪府堺市西区浜寺石津町西２丁１番３４号 燃料・動力類 高圧ガス
Ｔ＆Ｄリース株式会社 108-0075 東京都港区港南二丁目１６番２号 リース・レンタル その他リース
株式会社ＴＡＦ 663-8114 兵庫県西宮市上甲子園４丁目３‐４　サンピエナ玉谷ビル１階 役務の提供 清掃業務（屋外）
Ｔ．Ｓ．ＣＬＥＡＮ 651-0092 兵庫県神戸市中央区生田町３丁目２－１０　ルナコーポ１Ｆ 役務の提供 清掃業務（建物）
有限会社ＴＳＫ 668-0841 兵庫県豊岡市加陽１３８１－３ じゅう器類 その他じゅう器
株式会社ＴＭＣ 674-0053 兵庫県明石市大久保町松陰１１２７－３２ 役務の提供 設備保守・管理
ＴＧアルバ株式会社 675-0125 兵庫県加古川市別府町西脇三丁目１９番地 工事用材料類 砂利・砂・土
株式会社ティビィケイ 779-3106 徳島県徳島市国府町花園５９番地３ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社ティピーシー 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構四丁目１８０番地 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社ティ・プラス 604-8457 京都府京都市中京区西ノ京馬代町６番地の１６ 役務の提供 イベント等企画
株式会社テイエスエンジニアリング 661-0976 兵庫県尼崎市潮江４丁目３‐１２ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
テイケイ株式会社 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１－１－１６ 役務の提供 その他役務
株式会社ＴＫＣ 320-8644 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
テイケイワークス西日本株式会社 530-0012 大阪府大阪市北区芝田２丁目６－３０ 役務の提供 人材派遣
帝國纎維株式会社 103-6115 東京都中央区日本橋２丁目５番１号 船舶・車両類 車両販売
株式会社帝国データバンク 107-8680 東京都東京都港区青山２－５－２０ 役務の提供 各種調査・研究
帝人エコ・サイエンス株式会社 108-0073 東京都港区三田三丁目３番８号 役務の提供 各種調査・研究
帝人フロンティア株式会社 530-8605 大阪府大阪市北区中之島３丁目２番４号 一般機械器具設備類 消防機器
帝人ヘルスケア株式会社 100-8585 東京都千代田区霞が関３‐２‐１ リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
帝燃産業株式会社 567-0865 大阪府茨木市横江１－１－２０ 燃料・動力類 LPガス
株式会社テイルウィンドシステム 190-0014 東京都立川市緑町３番地の１－Ｅ１ 役務の提供 その他電算業務
株式会社テクアノーツ 333-0848 埼玉県川口市芝下１－１－３ 役務の提供 その他役務
株式会社テクニカルサービス 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目１３－４１ 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
株式会社テクノアート 666-0015 兵庫県川西市小花１丁目１６番１７号 印刷類 活平版印刷
テクノ化成株式会社 650-0045 兵庫県神戸市中央区港島２丁目１‐１ 役務の提供 その他役務
株式会社テクノサイエンスシステムズ 213-0023 神奈川県川崎市高津区子母口３９８ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社テクノサイエンスジャパン 158-0096 東京都世田谷区玉川台２－２８－５　コンド玉川台 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社テクノスジャパン 812-0874 福岡県福岡市博多区光丘町３－１－５ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社テクノ２１ 709-0621 岡山県岡山市東区沼１３４４番地５ その他物品類 その他物品類
テクノブレイブ株式会社 101-0047 東京都千代田区内神田一丁目２番８号　楠本第２ビル２階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社テクノ菱和 170-0005 東京都豊島区南大塚２－２６－２０ 役務の提供 設備保守・管理
テスコ株式会社 101-0065 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 役務の提供 設備保守・管理
合資会社テスコム 651-2111 兵庫県神戸市西区池上４丁目１３－９ 役務の提供 イベント等企画
テスコムデジタルソリューション株式会社 651-2111 兵庫県神戸市西区池上４丁目１３－９ 役務の提供 その他役務
株式会社テスティパル 541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 役務の提供 その他役務
株式会社テック・ジャパン 670-0832 兵庫県姫路市双葉町２４番地 理化学・計測機器類 理化学機器
テック情報株式会社 779-0108 徳島県板野郡板野町犬伏字東谷６番地３３ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
テックス・カンポ株式会社 612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町２４３番地 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社鐵デンキ 679-1113 兵庫県多可郡多可町中区中村町２７１ 一般機械器具設備類 家電製品
ＴＥＴＲＡＰＯＴ株式会社 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 役務の提供 その他役務
株式会社テノ．サポート 812-0036 福岡県福岡市博多区上呉服町１０番１０号　呉服町ビジネスセンター５階 役務の提供 その他役務
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商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
テプコカスタマーサービス株式会社 105-0014 東京都港区芝三丁目２番１８号 燃料・動力類 電力
寺岡オート・ドアシステム株式会社 141-0031 東京都品川区西五反田３－６－２１ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社寺尾モータース 678-1202 兵庫県赤穂郡上郡町野桑４５２ 船舶・車両類 車両部品及び修理
照来塗料株式会社 672-8079 兵庫県姫路市飾磨区今在家１４４０‐１０ 工事用材料類 塗料
株式会社　ＴＥＲＡＳＨＩＭＡ 650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町３－５－６ その他物品類 その他物品類
寺谷自動車株式会社 669-6801 兵庫県美方郡新温泉町井土４３２ 船舶・車両類 車両部品及び修理
寺田ガス株式会社 669-6545 兵庫県美方郡香美町香住区森３４３番地の１ 燃料・動力類 LPガス
有限会社寺田建設 653-0033 兵庫県神戸市長田区苅藻島町２丁目３－１１ 工事用材料類 砂利・砂・土
寺田酸素株式会社 668-0043 兵庫県豊岡市桜町１１‐１３ 燃料・動力類 LPガス
株式会社テラバイト 113-0034 東京都文京区湯島３丁目１０番７号ＮＯＶビル その他物品類 その他物品類
テラマエ設備工業株式会社 670-0949 兵庫県姫路市三左衛門堀東の町１４番地 リース・レンタル その他リース
寺前電機株式会社 670-0953 兵庫県姫路市三条町１－７８ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社テリロジーサービスウェア 102-0073 東京都千代田区九段北一丁目１３番５号 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
テルウェル西日本株式会社 540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央一丁目７番１２号 役務の提供 人材派遣
株式会社テルミック 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲３２０－３ 医療・薬品類 工業用薬品
株式会社テレコープ 530-0047 大阪府大阪市北区西天満４丁目４番１８号 役務の提供 広告
株式会社テレコムスクエア 102-0076 東京都千代田区五番町６－２ リース・レンタル リース（事務機器）
株式会社テレマン楽器 671-2575 兵庫県宍粟市山崎町山田１８０－３ その他物品類 楽器
株式会社テレワーク 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号 役務の提供 その他役務
株式会社てんと線 668-0032 兵庫県豊岡市千代田町３番８号 役務の提供 イベント等企画
株式会社デージーネット 465-0025 愛知県名古屋市名東区上社四丁目３９番地１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社データベース 060-0807 北海道札幌市北区北７条西５丁目８‐５ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社データホライゾン 733-0834 広島県広島市西区草津新町一丁目２１番３５号 役務の提供 各種調査・研究
ディー・エフ・エル・リース株式会社 541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町四丁目１番１号 リース・レンタル その他リース
株式会社Ｄ．Ｃ．Ｋ 656-0452 兵庫県南あわじ市神代浦壁６２５番地２ 農林水産業用品類 動物・飼料
ＤｅＳＣヘルスケア株式会社 150-8510 東京都渋谷区渋谷２－２１－１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ＤＮＰアイディーシステム 160-0022 東京都新宿区新宿四丁目３番１７号 その他物品類 写真
株式会社ＤＮＰデータテクノ 335-0005 埼玉県蕨市錦町四丁目５番１号 印刷類 フォーム印刷
株式会社ＤＰＰヘルスパートナーズ 732-0828 広島県広島市南区京橋町１番２３号 役務の提供 その他役務
ＤＨＩ株式会社 675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津１１１６ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ディエスジャパン 578-0982 大阪府東大阪市吉田本町３－３－４５号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
ＤＸアンテナ株式会社 651-2241 兵庫県神戸市西区室谷１‐２‐２ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社ディスプレイタモン 652-0881 兵庫県神戸市兵庫区松原通５‐１‐３ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社ディスプレイミワボシ 652-0803 兵庫県神戸市兵庫区大開通３丁目１番２１号ミワボシビル 役務の提供 イベント等企画
ディップ株式会社 106-6231 東京都港区六本木３－２－１　六本木グランドタワー　３１Ｆ 役務の提供 イベント等企画
ディ・ティ・エス・エス株式会社 652-0802 兵庫県神戸市兵庫区水木通１０‐２‐１５ 役務の提供 その他役務
ＤＩＮＳ関西株式会社 592-8331 大阪府堺市西区築港新町一丁５番３８ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社ディンプル 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋一丁目７番３号 役務の提供 人材派遣
株式会社デイケイケイサービス関西 571-0074 大阪府門真市宮前町１番６号 理化学・計測機器類 環境機器
株式会社ＤＧコミュニケーションズ 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南３－５－７ 役務の提供 広告
株式会社デコーレ 655-0006 兵庫県神戸市垂水区本多聞３丁目５－１５ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
デサントジャパン株式会社 543-8921 大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝１‐１１‐３ 役務の提供 その他役務
株式会社デザインアーク 550-0011 大阪府大阪市西区阿波座一丁目５番１６ リース・レンタル その他リース
デザイン印刷アットフリー 665-0033 兵庫県宝塚市１６番４８号 印刷類 その他印刷類
デジタルグラフィック株式会社 650-0043 兵庫県神戸市中央区弁天町１‐１ 印刷類 活平版印刷
株式会社デジタルマップス 538-0054 大阪府大阪市鶴見区緑１－５－７ 印刷類 地図
デジタルランド株式会社 399-4431 長野県伊那市西春近２３０８番地２ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社デジプレート 650-0034 兵庫県西宮市産所町１５－１３ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
デュプロ株式会社 530-8535 大阪府大阪市北区東天満１‐１１‐１９ 文具・事務用機器類 その他文具・事務用機器
株式会社電業社機械製作所 143-8558 東京都大田区大森北１丁目５番１号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社電工舎 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町５‐１０‐１３ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社電算 104-0061 東京都中央区銀座８－１０－５電算ビル 役務の提供 その他電算業務
株式会社電算システム 501-6196 岐阜県岐阜市日置江１－５８ 役務の提供 その他役務
電装兵庫株式会社 663-8247 兵庫県西宮市津門稲荷町５－２ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社伝像ラボ 662-0074 兵庫県西宮市石刎町１６の６　サンパレス２１苦楽園２０２ 役務の提供 広告
株式会社電通テック 100-8508 東京都千代田区内幸町一丁目５番３号 印刷類 活平版印刷
株式会社電通西日本 530-8228 大阪府大阪市北区中之島３丁目２番４号 役務の提供 広告
株式会社電通ライブ 100-8570 東京都千代田区内幸町一丁目５番３号 役務の提供 イベント等企画
株式会社デンテックス 669-3301 兵庫県丹波市柏原町南多田１４３‐１ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
電鉄商事株式会社 104-0061 東京都中央区銀座１丁目７－６谷沢ビル４階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社電電広告 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通６‐５‐８ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社電脳 105-0001 東京都港区虎ノ門３丁目１０番１１号虎ノ門ＰＦビル その他物品類 書籍
ＴＯＵＮ株式会社 671-1155 兵庫県姫路市広畑区大町３－３６ 船舶・車両類 車両販売
株式会社トーエネック 460-0008 愛知県名古屋市中区栄１丁目２０番３１号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
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株式会社トーカイ 486-0937 愛知県春日井市細木町２－１３６ じゅう器類 その他じゅう器
株式会社トーカイ 500-8828 岐阜県岐阜市若宮町９‐１６ リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
株式会社トーカイ 761-8555 香川県高松市鶴市町２０２５番地３ 役務の提供 クリーニング
トーカイセキュリティ株式会社 653-0037 兵庫県神戸市長田区大橋町３丁目１番１３号 その他物品類 その他物品類
株式会社トーガシ 134-0086 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 役務の提供 イベント等企画
株式会社トーキンＥＭＣエンジニアリング 213-0023 神奈川県川崎市高津区子母口３９８ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
トーグ安全工業株式会社 580-0046 大阪府松原市三宅中８‐５‐１ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社トーケミ 532-0021 大阪府大阪市淀川区田川北１ー１２ー１１ その他物品類 その他物品類
トーコーサービス 773-0012 徳島県小松島市田浦町字原田２２番地の６ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
株式会社トージツフーズ 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目４番２７号 役務の提供 その他役務
有限会社トータスコーポレーション 858-0907 長崎県佐世保市棚方町４８８番地１７ その他物品類 その他物品類
トータリゼータエンジニアリング株式会社 140-0013 東京都品川区南大井６‐２０‐１４ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
有限会社トータル・アシスタンス・サービス 675-2353 兵庫県加西市吉野町１３７番地の２ 医療・薬品類 医療機器
株式会社トータルインダストリー 656-2131 兵庫県淡路市志筑１４５番地 役務の提供 産業廃棄物処理
有限会社トータルオフィスキタノ 652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町２丁目３－７ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社トータルプランニング・エヌ 617-0823 京都府長岡京市長岡一丁目三十二番八号 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社トータル保険サービス 104-0031 東京都中央区京橋二丁目２番１号 役務の提供 その他役務
株式会社トータルメディア開発研究所 102-0094 東京都千代田区紀尾井町３‐２３ 役務の提供 その他役務
株式会社トータルリンク 654-0053 兵庫県神戸市須磨区天神町５丁目３－７－３ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社トーテック 537-0022 大阪府大阪市東成区中本５丁目２番３３号 役務の提供 その他役務
トーテックアメニティ株式会社 451-0045 愛知県名古屋市西区名駅２－２７－８ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社トーニチコンサルタント 151-0071 東京都渋谷区本町１‐１３‐３ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社トーホー・コンストラクション 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通４－７－１２ 役務の提供 設備保守・管理
有限責任監査法人トーマツ 108-8530 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号　丸の内二重橋ビルディング 役務の提供 その他役務
株式会社トーヨーコーポレーション 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１‐２１‐３５ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社トーヨータイヤジャパン 101-0032 東京都千代田区岩本町３‐１‐２ 船舶・車両類 車両部品及び修理
トーヨーベンディング株式会社 450-6037 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号 じゅう器類 家具
トーヨー冷機サービス 667-0031 兵庫県養父市八鹿町九鹿１１８１－１ じゅう器類 ガス・厨房機器
トールウェイサービス株式会社 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通７丁目１番３０号 役務の提供 その他役務
トールエクスプレスジャパン株式会社 567-0888 大阪府茨木市宿久庄２丁目１０番２号 役務の提供 その他運送
株式会社Ｔｏｏ大阪 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目２５番７号江戸堀ヤタニビル 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社トゥブルーム 815-0032 福岡県福岡市南区塩原３丁目１７－７サンシャインシティビル５階Ｂ号室 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
トゥルーバコーポレートアドバイザリー株式会社 650-0034 東京都千代田区大手町一丁目３番２号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社トゥルービジョン 536-0007 大阪府大阪市城東区成育２‐１６‐２５‐２１０ 印刷類 地図
東亜外業株式会社 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通６番地　９階 工事用材料類 管工事材料
有限会社東亜サービス神戸 652-0802 兵庫県神戸市兵庫区水木通４－２－１０ 一般機械器具設備類 電気設備
東亜通信株式会社 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１丁目１２番７号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社東亜リライアンス 660-0054 兵庫県尼崎市西立花町２－１－８－５０５ 役務の提供 警備業務
東映株式会社 104-8108 東京都中央区銀座３‐２‐１７ その他物品類 書籍
株式会社東海近畿クボタ 661-8567 兵庫県尼崎市浜１丁目１番１号 農林水産業用品類 農林水産業用機器
東海警備安全保障株式会社 660-0862 兵庫県尼崎市開明町２丁目１１番地 役務の提供 警備業務
株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ 420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町２丁目６番地の８　ＴＯＫＡＩビル 一般機械器具設備類 通信・音響機器
東海リース株式会社 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２‐北２‐６ 工事用材料類 仮設建物
株式会社東急コミュニティー 158-8509 東京都世田谷区用賀四丁目１０‐１ 役務の提供 建物保守・管理
東京医療化学株式会社 141-0031 東京都品川区西五反田１－１４－１シンセービル 医療・薬品類 医療機器
東京インタープレイ株式会社 103-0027 東京都中央区日本橋２丁目１０番８号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
東京海上日動火災保険株式会社 100-8050 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 役務の提供 その他役務
東京航空計器株式会社 194-0296 東京都町田市小山ヶ丘２－２－６ 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
東京コンピュータサービス株式会社 103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目８番１４号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
東京コンピュータサービス株式会社 113-0033 東京都文京区本郷１－１８－６ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社東京商工リサーチ 100-6810 東京都千代田区大手町１－３－１ 役務の提供 各種調査・研究
東京書籍株式会社 114-8524 東京都北区堀船２‐１７‐１ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社東京設計事務所 100-0013 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号霞が関東急ビル 役務の提供 各種調査・研究
東京センチュリー株式会社 101-0022 東京都千代田区神田練塀町３ リース・レンタル リース（事務機器）
東京ソフト株式会社 140-0004 東京都品川区南品川二丁目２番７号 役務の提供 その他電算業務
東京テクニカル・サービス株式会社 279-0022 千葉県浦安市今川４‐１２‐３８‐１ 役務の提供 各種調査・研究
東京電力エナジーパートナー株式会社 100-0011 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 燃料・動力類 その他燃料・動力類
東京堂書店 669-5203 兵庫県朝来市和田山町寺谷７２０番地８ その他物品類 書籍
東京ニュークリア・サービス株式会社 110-0016 東京都台東区台東一丁目３番５号 役務の提供 各種調査・研究
東京反訳株式会社 171-0022 東京都豊島区南池袋３－１３－１５　東伸ビル４Ｆ 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
株式会社東京舞台照明大阪 564-0052 大阪府吹田市広芝町７番１５号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社東京法規出版 113-0021 東京都文京区本駒込２‐２９‐２２ その他物品類 書籍
東京法令出版株式会社 380-8688 長野県長野市南千歳１００５番地 印刷類 活平版印刷
株式会社東京ランドスケープ研究所 151-0071 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 役務の提供 各種調査・研究
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株式会社東京リーガルマインド 101-0061 東京都千代田区神田三崎町２－２－１２ 役務の提供 その他役務
有限会社東芸 672-8011 兵庫県姫路市白浜町神田二丁目６９－１ 役務の提供 イベント等企画
株式会社東甲インテリア 662-0034 兵庫県西宮市西田町６－１４ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
株式会社東光コンサルタンツ 170-0013 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 役務の提供 各種調査・研究
東興産業株式会社 101-0032 東京都千代田区岩本町１‐１０‐５ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
有限会社東光舎 670-0965 兵庫県姫路市東延末４丁目８１ 印刷類 活平版印刷
株式会社東光高岳 135-0061 東京都江東区豊洲５－６－３６ 一般機械器具設備類 電気設備
東西化学産業株式会社 540-6118 大阪府大阪市中央区城見２‐１‐６１ 医療・薬品類 医療機器
東西電工株式会社 775-0001 徳島県海部郡牟岐町大字河内赤水９８－１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
東芝インフラシステムズ株式会社 212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 役務の提供 設備保守・管理
東芝エレベータ株式会社 212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４ 役務の提供 建物保守・管理
東芝自動機器システムサービス株式会社 210-8541 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１２番地１ リース・レンタル リース（事務機器）
東芝情報システム株式会社 210-8540 神奈川県川崎市川崎区日進町１番地５３ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
東芝通信インフラシステムズ株式会社 183-8511 東京都府中市東芝町１番地 一般機械器具設備類 通信・音響機器
東芝テック株式会社 141-8562 東京都品川区大崎１－１１－１ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
東芝テックソリューションサービス株式会社 135-0042 東京都品川区東五反田二丁目１７番２号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
東芝デジタルソリューションズ株式会社 212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
東芝ライテック株式会社 212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番３４号 一般機械器具設備類 電気設備
東神実業株式会社 550-0005 大阪府大阪市西区西本町２丁目４番７号 医療・薬品類 医療機器
田路興産有限会社 673-0882 兵庫県明石市相生町２－８－１７ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社田路石油 671-2515 兵庫県宍粟市五十波１０１８‐１ 燃料・動力類 石油
株式会社東條花園 673-1303 兵庫県加東市少分谷２６８ 役務の提供 清掃業務（屋外）
東城自動車工業株式会社 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津６８０番地の１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
有限会社東勢 660-0881 兵庫県尼崎市昭和通９丁目３３１－４ 役務の提供 その他清掃
株式会社東田ドライ 677-0043 兵庫県西脇市下戸田９３番地の５ 役務の提供 クリーニング
株式会社東通インターナショナル 102-0073 東京都千代田区九段北二丁目３番６号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社　東通企画 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１－１６－７ 役務の提供 イベント等企画
東テク株式会社 103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 役務の提供 設備保守・管理
東播産業株式会社 673-0005 兵庫県明石市小久保１‐６‐３ 燃料・動力類 石油
有限会社東播清掃 674-0071 兵庫県明石市魚住町金ヶ崎字宮の前６７９‐３ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社東播清掃 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田１４８６‐１ 役務の提供 産業廃棄物処理
有限会社東播パーツ商会 673-0029 兵庫県明石市大道町１－１７－７ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社　東武 980-0822 宮城県仙台市青葉区立町１番２号 役務の提供 清掃業務（建物）
東武トップツアーズ株式会社 131-0045 東京都墨田区押上１－１－２ 役務の提供 旅客運送
東邦管財株式会社 651-0066 兵庫県神戸市中央区国香通４－１－１７ 役務の提供 警備業務
東邦航空株式会社 136-0082 東京都江東区新木場４－７－５１ 役務の提供 その他役務
東報サービス株式会社 653-0831 兵庫県神戸市長田区蓮宮通２－３－７ 役務の提供 設備保守・管理
東宝ビル管理株式会社 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１丁目３番１－７００号 役務の提供 清掃業務（建物）
東邦薬品株式会社 155-8655 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 医療・薬品類 医療用薬品
東邦ヤンマーテック株式会社 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野４－６－５ 船舶・車両類 船舶部品及び修理
東北重機工事株式会社 985-0003 宮城県塩竈市北浜四丁目１４番６０号 船舶・車両類 船舶新造
株式会社東名 510-0001 三重県四日市市八田２丁目１番３９号 燃料・動力類 電力
株式会社東洋アクアテック 252-0216 神奈川県相模原市中央区清新８‐９‐１７ 一般機械器具設備類 消防機器
東洋印刷株式会社 612-8456 京都府京都市伏見区中島中道町１３３ 印刷類 フォーム印刷
株式会社東洋エージェント 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－１－１０ 役務の提供 その他役務
東洋計器株式会社 390-1298 長野県松本市和田３９６７－１０ 理化学・計測機器類 計測機器
株式会社東洋建設工業 671-1154 兵庫県姫路市広畑区吾妻町３－２３ 役務の提供 警備業務
株式会社東洋工業所 660-0054 兵庫県尼崎市西立花町２丁目２０番２０号 役務の提供 その他清掃
有限会社東洋興産 675-0135 兵庫県加古川市別府町東町１６０－１ 役務の提供 その他役務
東洋産業株式会社 700-0986 岡山県岡山市北区新屋敷町３丁目１９番２０号 役務の提供 害虫駆除
東洋紙業株式会社 556-8555 大阪府大阪市浪速区芦原１丁目３番１８号 印刷類 フォーム印刷
株式会社東洋商会 676-0004 兵庫県高砂市荒井町千鳥２丁目１‐２３ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社東洋食品 110-0015 東京都台東区東上野１－１４－４ 役務の提供 その他役務
株式会社東洋食品フードサービス 110-0015 東京都台東区東上野１－１４－４ 役務の提供 その他役務
株式会社東洋精機製作所 114-8557 東京都北区滝野川５－１５－４ 理化学・計測機器類 理化学機器
東洋装備株式会社 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１丁目３３‐９ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社東陽テクニカ 103-8284 東京都中央区八重洲１‐１‐６ 理化学・計測機器類 計測機器
東洋テック株式会社 556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川１丁目７番１８号 役務の提供 警備業務
東洋テック株式会社 510-1253 三重県三重郡菰野町潤田字六反田４０４７番地１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
東洋テック姫路株式会社 670-0901 兵庫県姫路市西二階町１番地 役務の提供 警備業務
東洋電気工事株式会社 652-0898 兵庫県神戸市兵庫区駅前通５丁目１番１８号 一般機械器具設備類 電気設備
東洋防災工業株式会社 771-0103 徳島県徳島市川内町小松東７５番地１３ 役務の提供 建物保守・管理
東洋メンテナス株式会社 578-0965 大阪府東大阪市本庄西１－１０－２４ 役務の提供 設備保守・管理
東洋ライテック株式会社 669-5302 兵庫県豊岡市日高町岩中８６２－５ 工事用材料類 道路保安用品
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東洋リビングサービス株式会社 660-0812 兵庫県尼崎市今福１丁目２番２号 リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
東洋冷熱工業株式会社 670-0952 兵庫県姫路市南条３‐２ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社東和エンジニアリング 110-8631 東京都千代田区東神田１丁目７－８ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
東和クリーナー有限会社 555-0032 大阪府大阪市西淀川区大和田４‐１‐１６ 役務の提供 各種調査・研究
東和産業株式会社 537-0021 大阪府大阪市東成区東中本１－１７－１ 医療・薬品類 医療機器
東和資材株式会社 652-0837 兵庫県神戸市兵庫区北逆瀬川町２番１０号 工事用材料類 道路保安用品
株式会社東和商事 654-0012 兵庫県神戸市須磨区飛松町３－３－４ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社東和総合サービス 550-0013 大阪府大阪市西区新町１丁目２８番３号 役務の提供 建物保守・管理
株式会社東和テクノロジー 730-0803 広島県広島市中区広瀬北町３－１１ 役務の提供 各種調査・研究
東和薬品株式会社 571-8580 大阪府門真市新橋町２丁目１１号 医療・薬品類 医療用薬品
株式会社トキト 599-8238 大阪府堺市中区土師町四丁５番１７号 役務の提供 清掃業務（屋外）
常盤産業株式会社 671-2222 兵庫県姫路市青山１－３６－１４ 一般機械器具設備類 工作機器
常盤産業株式会社 660-0811 兵庫県尼崎市常光寺３－１０－１２ 燃料・動力類 石油
株式会社徳網建設 668-0254 兵庫県豊岡市出石町中村９３８ 役務の提供 森林整備
トクサヤ文具 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎１８０‐１ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社トクスイ 771-0142 徳島県徳島市川内町沖島８４番地 役務の提供 各種調査・研究
株式会社トクナガエンジニアリング 652-0831 兵庫県神戸市兵庫区七宮町２丁目２番２３号 役務の提供 各種調査・研究
十倉計治郎商店 622-0003 京都府南丹市園部町新町３７ 文具・事務用機器類 教材
十倉電気設備管理事務所 669-3621 兵庫県丹波市氷上町大谷１０７‐１ 役務の提供 設備保守・管理
十倉康吉商店 621-0011 京都府亀岡市大井町土田１丁目２０‐１ 文具・事務用機器類 教材
都市環境整美株式会社 163-0630 東京都新宿区西新宿１‐２５‐１ 医療・薬品類 工業用薬品
株式会社都市空間研究所 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１丁目９番１８号 役務の提供 各種調査・研究
都市クリエイト株式会社 569-0804 大阪府高槻市上田辺町１９番８号 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社都市設計総合研究所 530-0047 大阪府大阪市北区西天満五丁目９番１１号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社都市問題経営研究所 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町４‐８‐４ 役務の提供 各種調査・研究
図書印刷株式会社 114-0001 東京都北区東十条三丁目１０番３６号 印刷類 活平版印刷
株式会社図書館流通センター 112-8632 東京都文京区大塚三丁目１番１号 その他物品類 書籍
株式会社トスコ 700-0953 岡山県岡山市南区西市１１６番地１３ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社トステム 658-0054 兵庫県神戸市東灘区御影中町６－２－２５ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
とだ園芸株式会社 673-0434 兵庫県三木市別所町小林６２８－３ 農林水産業用品類 植物
戸田電工株式会社 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺６５２－３ 一般機械器具設備類 電気設備
土地家屋調査士庄田忠夫事務所 656-0521 兵庫県南あわじ市潮美台１－２４－８ 役務の提供 各種調査・研究
栃下電気設備管理事務所 668-0012 兵庫県豊岡市下陰１９７－１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社栃本天海堂 553-0053 大阪府大阪市福島区福島５‐１０‐３ 医療・薬品類 医療用薬品
株式会社鳥取県情報センター 680-0053 鳥取県鳥取市寺町５０番地 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
鳥取興業株式会社 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙２５３ 役務の提供 産業廃棄物処理
トッパン・フォームズ株式会社 105-8311 東京都港区東新橋１－７－３ 印刷類 フォーム印刷
凸版印刷株式会社 110-8560 東京都台東区台東一丁目５番１号 役務の提供 その他電算業務
株式会社トップスポット 141-0031 東京都品川区西五反田８－９－５ 役務の提供 人材派遣
トップマンナガタ教材株式会社 672-8037 兵庫県姫路市飾磨区阿成１番地７ 文具・事務用機器類 教材
株式会社トップワールド 661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町１‐４‐１１ 役務の提供 イベント等企画
戸出木材 669-1501 兵庫県三田市母子６２１番地 役務の提供 森林整備
株式会社トミオカ 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永５３２－６ じゅう器類 家具
富岡受信システム株式会社 651-0065 兵庫県神戸市中央区割塚通５－１－１９ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
冨尾石油株式会社 594-0052 大阪府和泉市阪本町２６８－１ 燃料・動力類 石油
トミタ環境株式会社 626-0061 京都府宮津市字波路８２６ 役務の提供 清掃業務（屋外）
冨田電氣株式会社 673-1433 兵庫県加東市松尾５６２‐１ 一般機械器具設備類 家電製品
富田農機株式会社 669-5103 兵庫県朝来市山東町矢名瀬町８７８ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
富永物産株式会社 103-0023 東京都中央区日本橋本町３－６－２ 船舶・車両類 船舶部品及び修理
株式会社トミヤ 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋５－１－７ 医療・薬品類 医療機器
巴工業株式会社 141-0001 東京都品川区北品川５丁目５番１５号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社巴商会 144-8505 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 燃料・動力類 高圧ガス
株式会社巴商会 652-0803 兵庫県神戸市兵庫区大開通６－３－１６ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社トモエ電気工業所 671-1104 兵庫県姫路市広畑区才１０３０番地の１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社トモダ 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町７６番地の２ 燃料・動力類 石油
友野印刷株式会社 700-0035 岡山県岡山市北区高柳西町１番２３号 印刷類 活平版印刷
株式会社トモヤ 653-0035 兵庫県神戸市長田区庄田町４‐９‐７ 百貨・日用品類 衣類
株式会社友行園芸場 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘８‐１２‐５ 農林水産業用品類 植物
株式会社トヤマ 258-0112 神奈川県足柄上郡山北町岸３８１６－１ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社豊浦浚渫 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜二丁目２１－３ 役務の提供 清掃業務（屋外）
豊岡印刷株式会社 668-0042 兵庫県豊岡市京町１１‐４ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
有限会社豊岡警備保障 668-0055 兵庫県豊岡市昭和町３‐７ 役務の提供 警備業務
豊岡コウノトリ森林組合 668-0064 兵庫県豊岡市高屋８９４‐１ 役務の提供 森林整備
豊岡森林 668-0807 兵庫県豊岡市山本２０４‐８ 役務の提供 森林整備
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株式会社豊岡森林 668-0807 兵庫県豊岡市山本２０４－８ 役務の提供 森林整備
トヨオカ自動車工業株式会社 668-0057 兵庫県豊岡市弥栄町１‐５１ 船舶・車両類 車両販売
株式会社豊岡情報センター 668-0055 兵庫県豊岡市昭和町２‐５６ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
豊岡プリント社 668-0042 兵庫県豊岡市京町８‐１４ 印刷類 活平版印刷
豊島株式会社 460-8671 愛知県名古屋市中区錦二丁目１５番１５号 医療・薬品類 その他医療・薬品類
トヨタエルアンドエフ兵庫株式会社 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜二丁目２９番地 船舶・車両類 車両販売
トヨタデンキ株式会社 656-0312 兵庫県南あわじ市松帆脇田７６９‐１ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社トヨタレンタリース神戸 652-0802 兵庫県神戸市兵庫区水木通２－１－１ リース・レンタル その他リース
株式会社トヨタレンタリース兵庫 653-0016 兵庫県神戸市長田区北町２丁目５番地 リース・レンタル その他リース
株式会社トヨトモ 501-3217 岐阜県関市下有知３２２３番地の１ 印刷類 フォーム印刷
合同会社豊中商店 561-0862 大阪府豊中市西泉丘三丁目３番２３－６１３号 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社豊中ロック 561-0853 大阪府豊中市服部南町４－１－４ 工事用材料類 建具
株式会社トライ 571-0048 大阪府門真市新橋町２３‐４‐８ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
株式会社トライグループ 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 役務の提供 その他役務
株式会社トライス 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通１‐１‐９ 印刷類 活平版印刷
株式会社ＴｒｉＦｏｒｃｅコンサルテイング 108-0073 東京都三田２丁目１４番１０シモミチビル４階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社トラスト 583-0851 大阪府羽曳野市碓井１－９－１９ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社トラスト 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目３番３号神戸ハーバーランドセンタービル２０階 工事用材料類 道路保安用品
株式会社トラストカンパニー 675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田２９７ー１ 役務の提供 クリーニング
株式会社トラフィックス 550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀一丁目３番１８号 役務の提供 広告
株式会社トラフィックブレイン 101-0047 東京都千代田区内神田三丁目２番９号 役務の提供 各種調査・研究
トランス・コスモス株式会社 150-8530 東京都渋谷区東一丁目２番２０号 役務の提供 その他役務
トランスコスモスフィールドマーケティング株式会社 151-0053 東京都東京都渋谷区代々木二丁目１３番４号 役務の提供 その他役務
株式会社酉島製作所 569-8660 大阪府高槻市宮田町一丁目１番８号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社鳥本電設 671-2222 兵庫県姫路市青山４－２３－５ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ドーン 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社土井庭苑 664-0001 兵庫県伊丹市荒巻３－１０－４ 役務の提供 森林整備
土居電気設備管理事務所 666-0035 兵庫県川西市花屋敷１丁目１５－７ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社動画堂 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町６‐９‐１ 役務の提供 イベント等企画
堂野建材株式会社 679-4321 兵庫県たつの市新宮町段之上３６２ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社ドクタートラスト 150-0043 東京都東京都渋谷区道玄坂一丁目１４番６号ヒューマックス渋谷ビル２階 役務の提供 その他役務
株式会社ドクターネット 105-0012 東京都港区芝大門二丁目５番５号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ドッドウエルビー・エム・エス 103-0005 東京都中央区日本橋久松町１２－８ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社ドテヤマビジネス 652-0801 兵庫県神戸市兵庫区中道通三丁目２番１０号 じゅう器類 家具
有限会社ドライクリーニング京屋 670-0802 兵庫県姫路市砥堀４００番地 役務の提供 クリーニング
ドライブ・カメラＬｉｎｋ株式会社 434-0042 静岡県浜松市浜北区小松３３１４番地の６ 船舶・車両類 車両部品及び修理
合同会社ドリームエクスプレス 667-1368 兵庫県美方郡香美町村岡区入江１１５７番地１ 役務の提供 旅客運送
合同会社ドリームダイエットプロジェクト 150-0013 東京都渋谷区恵比寿１丁目１５番９号　シルク恵比寿４０３ 役務の提供 イベント等企画
株式会社ドリームホップ 102-0072 東京都千代田区飯田橋１丁目８番１０号 役務の提供 その他役務
株式会社ドルチェ楽器 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町１－１ その他物品類 楽器
ドルニエメドテックジャパン株式会社 141-0021 東京都品川区上大崎３‐８‐５ 医療・薬品類 医療機器
株式会社ドルフィンキック 651-0056 兵庫県神戸市中央区６丁目２番地８号 医療・薬品類 衛生材料
株式会社ドレミ楽器 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋２５番地 その他物品類 楽器
ドローン・テクノサポート株式会社 658-0064 兵庫県神戸市東灘区鴨子ヶ原２丁目６番１２号 役務の提供 その他役務
株式会社ナースパワー人材センター 862-0954 熊本県熊本市中央区神水１丁目２５番７号パワービル４階 役務の提供 人材派遣
内外エンジニアリング株式会社 601-8213 京都府京都市南区久世中久世町１‐１４１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
内外地図株式会社 101-0052 東京都千代田区神田小川町３－２２ 印刷類 地図
株式会社ナイス 461-0004 愛知県名古屋市東区葵１丁目１６番３８号　葵ガーデンビル２階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ナイチンゲール 150-0043 東京都渋谷区道玄坂２－８－７ 役務の提供 人材派遣
株式会社内藤広告社 670-0012 兵庫県姫路市本町６８ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社内藤ハウス 407-8510 山梨県韮崎市円野町上円井３１３９ 工事用材料類 仮設建物
内藤ユニホーム株式会社 674-0074 兵庫県加古川市平岡町土山１２２１番地の１８ 百貨・日用品類 衣類
仲井書店 656-1711 兵庫県淡路市富島１２１１ その他物品類 書籍
株式会社ナカイ自動車センター 669-6545 兵庫県美方郡香美町香住区森３６６－１ 船舶・車両類 車両販売
中井綜合印刷株式会社 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原１４５６‐１７ 印刷類 活平版印刷
中一建設株式会社 671-2116 兵庫県姫路市夢前町寺１１２番地 役務の提供 森林整備
中井電気設備管理事務所 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原１４４９－２ 役務の提供 設備保守・管理
ナカオ楽器 670-0034 兵庫県姫路市船丘町２９８－２　日新ビル１Ｆ その他物品類 楽器
有限会社中尾教材社 656-0013 兵庫県洲本市下加茂２丁目２番５７号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
中尾電器店 668-0843 兵庫県豊岡市引野１７９－１ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社中川建材 669-5334 兵庫県豊岡市日高町山本１２３－１ 役務の提供 森林整備
中川製袋化工株式会社 739-0621 広島県大竹市港町１丁目５番１号 その他物品類 その他物品類
中川電気設備管理事務所 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾８１４－１ 役務の提供 設備保守・管理
中川ヒューム管工業株式会社 300-0051 茨城県土浦市真鍋一丁目１６番１１号 工事用材料類 セメント2次製品
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中佐治電工株式会社 669-3834 兵庫県丹波市青垣町中佐治６４６番地 一般機械器具設備類 電気設備
中澤総業株式会社 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜３‐２８ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社ナカシマ 667-0115 兵庫県養父市上箇３２６‐１ 燃料・動力類 LPガス
ナカシャクリエイテブ株式会社 468-0045 愛知県名古屋市天白区野並二丁目２１３番地 その他物品類 その他物品類
有限会社仲商店 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通３丁目１２－１６ 役務の提供 資源回収
株式会社ナカジマ 577-0802 大阪府東大阪市小阪本町２－１３－１７ 百貨・日用品類 衣類
株式会社中嶋製作所 381-3303 長野県長野市篠ノ井会３３ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
中嶋石油株式会社 651-2413 兵庫県神戸市西区福吉台２丁目１０番６号 燃料・動力類 石油
中嶋電気設備管理事務所 659-0035 兵庫県芦屋市海洋町４－１３ 役務の提供 設備保守・管理
中島農園株式会社 664-0029 兵庫県伊丹市中野北２丁目８番５号 農林水産業用品類 植物
中谷株式会社 540-0024 大阪府大阪市中央区南新町１‐３‐３ 百貨・日用品類 衣類
中谷機工株式会社 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町６丁目８番１８号 役務の提供 その他役務
中谷産業株式会社 664-0844 兵庫県伊丹市口酒井２－６－８ 工事用材料類 木材
中谷自動車株式会社 671-0252 兵庫県姫路市花田町加納原田１０８－４ 船舶・車両類 車両部品及び修理
中田不動産鑑定事務所 662-0015 兵庫県西宮市甲陽園本庄町６番５０‐６７３号 役務の提供 各種調査・研究
中哲合同会社 121-0814 東京都足立区六月三丁目７番１２号５０５ 医療・薬品類 衛生材料
ナカトスポーツ 673-0023 兵庫県明石市西新町１丁目６－１０ その他物品類 スポーツ用品
株式会社中西組 669-5363 兵庫県豊岡市日高町野４２６－１ 役務の提供 森林整備
有限会社なかにし事務機 669-2322 兵庫県丹波篠山市呉服町５２‐１ じゅう器類 家具
株式会社中西製作所 544-0015 大阪府大阪市生野区巽南５‐４‐１４ じゅう器類 ガス・厨房機器
中西勉測量登記事務所 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野１５８０ 役務の提供 各種調査・研究
中西電気設備管理事務所 669-1534 兵庫県三田市横山町１３番１１号 役務の提供 設備保守・管理
中日本航空株式会社 480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 印刷類 地図
有限会社中野建設 679-2132 兵庫県姫路市香寺町須加院１４番地４ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社中野コロタイプ 701-2142 岡山県岡山県岡山市北区玉柏３９０ 印刷類 活平版印刷
株式会社中野石油店 656-0022 兵庫県洲本市海岸通２－７－２３ 燃料・動力類 石油
中はりま森林組合 679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前２５１ 役務の提供 森林整備
ナカバヤシ株式会社 540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東１番２０号 印刷類 フォーム印刷
中道商店 669-3315 兵庫県丹波市柏原町大新屋６９７－３ 燃料・動力類 LPガス
ナカムラ 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿５９２ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社ナカムラ 670-0825 兵庫県姫路市国府寺町７２ 燃料・動力類 石油
株式会社ナカムラ画材店 670-0012 兵庫県姫路市本町２２５ 百貨・日用品類 記念品・贈答品
中村キーセンター株式会社 670-0845 兵庫県姫路市城東町京口台１１ 役務の提供 その他役務
合資会社中村組 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１３３－１ 役務の提供 森林整備
株式会社中村建材 667-1352 兵庫県美方郡香美町村岡区長板２６‐２ 役務の提供 資源回収
中村産業株式会社 660-0804 兵庫県尼崎市北大物町９‐７ 百貨・日用品類 荒物雑貨
株式会社中村商店 668-0221 兵庫県豊岡市出石町町分３５５ 燃料・動力類 LPガス
株式会社中村商店 540-0005 大阪府大阪市中央区上町Ａ－１７ 百貨・日用品類 記章・バッジ
株式会社中村製作所 271-0093 千葉県松戸市小山５１０番地 その他物品類 スポーツ用品
中村電気管理事務所 673-0011 兵庫県明石市４－６－１６　サングレイス花園２０３ 一般機械器具設備類 電気設備
中村電工株式会社 656-0051 兵庫県洲本市物部３‐６‐１４ 一般機械器具設備類 家電製品
ナカムラピアノサービス 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町６５３－５ 役務の提供 設備保守・管理
中元造園株式会社 654-0037 兵庫県神戸市須磨区行平町２－３－２８ 役務の提供 森林整備
株式会社中弥技建工業 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１３３－２ 役務の提供 森林整備
株式会社中山造園 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町四丁目２６番７号 役務の提供 清掃業務（屋外）
ナカライテスク株式会社 604-0855 京都府京都市中京区二条通烏丸西入東玉屋町４９８ 医療・薬品類 工業用薬品
株式会社ナガイ 661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町１－１１－１４ 役務の提供 清掃業務（建物）
永井印刷所 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原町１２０ 印刷類 活平版印刷
永井産業株式会社 670-0948 兵庫県姫路市北条宮の町３８５番地 文具・事務用機器類 用紙
長井紙業株式会社 675-0058 兵庫県加古川市東神吉町天下原２４７－２ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
有限会社長井水道工業 677-0054 兵庫県西脇市野村町２７５ じゅう器類 その他じゅう器
有限会社長井造園 651-2405 兵庫県神戸市西区岩岡町野中４７０－３ 役務の提供 その他役務
永井木工株式会社 669-3102 兵庫県丹波市山南町下滝３４５‐１ 役務の提供 イベント等企画
ナガエ運動具店 676-0021 兵庫県高砂市高砂町朝日町３丁目１－９ その他物品類 スポーツ用品
長尾鉄建株式会社 661-0022 兵庫県尼崎市尼崎市尾浜町２‐２１‐３６ 工事用材料類 鋼材
長崎造船株式会社 850-0936 長崎県長崎市浪の平町４‐２ 船舶・車両類 船舶新造
株式会社長澤音次郎商店 652-0814 兵庫県神戸市兵庫区門口町１番１５号 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社ナガサワ文具センター 650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町９３番 文具・事務用機器類 文具・事務用品
長島鋳物株式会社 332-0022 埼玉県川口市仲町２－１９ 工事用材料類 鋼材
長瀬ランダウア株式会社 300-2686 茨城県つくば市諏訪Ｃ２２街区１ 役務の提供 その他役務
ナガタ運動用品店 653-0002 兵庫県神戸市長田区６番町８丁目１－５ その他物品類 スポーツ用品
長田広告株式会社 496-0045 愛知県津島市東柳原町五丁目５番地１ 役務の提供 広告
有限会社ナガタ商会 651-2228 兵庫県神戸市西区見津が丘六丁目１番地の１ 役務の提供 産業廃棄物処理
永田燃料店 679-3301 兵庫県朝来市生野町口銀谷６１３ じゅう器類 ガス・厨房機器
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長野建設株式会社 669-5231 兵庫県朝来市和田山町林垣２３０番地の３ 役務の提供 清掃業務（屋外）
有限会社長野鉄工造船所 656-2401 兵庫県淡路市岩屋９７－２ 船舶・車両類 船舶部品及び修理
株式会社長浜住宅設備機器 673-1415 兵庫県加東市下久米５９９ 燃料・動力類 LPガス
株式会社ナガワ 100-0005 東京都千代田区丸の内１－４－１ 工事用材料類 仮設建物
名古屋電機工業株式会社 490-1294 愛知県あま市篠田面徳２９－１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
名古屋ハイウエイ株式会社 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目１１番１６号 役務の提供 その他役務
株式会社ナスコ 457-0841 愛知県豊田４－７－２３ 役務の提供 その他清掃
なだや 660-0811 兵庫県尼崎市常光寺３‐１０‐１ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社ナチュラリ 107-0062 東京都港区南青山２－２７－２７丸八青山ビル３階 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ナックイメージテクノロジー 107-0061 東京都港区北青山２－１１－３ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社浪速技研コンサルタント 567-0041 大阪府茨木市下穂積１‐２‐２９ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ナニワ計算センター 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町２‐４‐１１　中博ビル内 役務の提供 その他役務
浪速酸素株式会社 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江３丁目１２番３号 燃料・動力類 高圧ガス
株式会社ナニワ商会 542-8678 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１－４－２９ その他物品類 写真
ナニワ商事株式会社 577-0035 大阪府東大阪市御厨中１－１２－２８ リース・レンタル その他リース
株式会社ナビタイムジャパン 107-0062 東京都港区南青山３－８－３８南青山東急ビル 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ナフス株式会社 544-0015 大阪府大阪市生野区巽南５‐４‐２６ 役務の提供 その他役務
ナフス南株式会社 551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾７‐１‐１７ 役務の提供 その他役務
ナブコドア株式会社 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１‐１２‐２２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ナカシマ 670-0944 兵庫県姫路市阿保甲８７８番地 工事用材料類 管工事材料
株式会社ナミサキ 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町８丁目６５‐１８ 文具・事務用機器類 教材
浪田石油株式会社 542-0072 大阪府大阪市中央区高津１－４－１０ 燃料・動力類 石油
株式会社ナラヤマ 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通三丁目２番１０号 百貨・日用品類 衣類
株式会社成田 656-0002 兵庫県洲本市中川原町中川原１３８７－１ 工事用材料類 道路保安用品
成田商事株式会社 670-0804 兵庫県姫路市保城１１５１－８ その他物品類 その他物品類
南海電設株式会社 556-0006 大阪府大阪市浪速区日本橋東３‐１２‐７ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
南海ビルサービス株式会社 542-0076 大阪府大阪市中央区難波五丁目１番６０号 役務の提供 警備業務
株式会社南進造船所 551-0002 大阪府大阪市大正区三軒家東３－３－１３ 船舶・車両類 船舶部品及び修理
株式会社南條デンキ 668-0032 兵庫県豊岡市千代田町１２‐３３ 一般機械器具設備類 家電製品
南但あさひ株式会社 620-0948 兵庫県朝来市和田山町筒江８４３番地３ 役務の提供 その他役務
南但自動車整備株式会社 667-0131 兵庫県養父市上野３１７－１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
有限会社南但石油 667-0022 兵庫県養父市八鹿町下網場３７４ 燃料・動力類 石油
株式会社Ｎｏ．１ 100-0011 東京都千代田区内幸町１丁目５番２号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社Ｎｏ．１パートナー 100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目５番２号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
有限会社難波商会 663-8178 兵庫県西宮市甲子園八番町６‐１０ 役務の提供 その他清掃
難波電話電気工業株式会社 650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通３－２－１６ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
南北ビルセイビ株式会社 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中２‐７‐１０ 役務の提供 清掃業務（建物）
新潟造船株式会社 951-8011 新潟県新潟市中央区入船町四丁目３７７６番地 船舶・車両類 船舶部品及び修理
新潟通信機株式会社 950-8580 新潟県新潟市中央区上所中三丁目１４番８号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
仁木工芸株式会社 592-0002 大阪府高石市羽衣５－１６－８ 理化学・計測機器類 計測機器
株式会社ニキ装飾 668-0015 兵庫県豊岡市一日市１９０ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
株式会社ニコンソリューションズ 140-0015 東京都品川区西大井１丁目６番３号 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社西尾家具工芸社 550-0004 大阪府大阪市西区靱本町２‐３‐８ じゅう器類 家具
株式会社西尾製作所 607-8168 京都府京都市山科区椥辻池尻町４８ その他物品類 その他物品類
西尾レントオール株式会社 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋１‐１１‐１７ リース・レンタル その他リース
西川計測株式会社 151-0053 東京都渋谷区代々木３丁目２２番７号 理化学・計測機器類 計測機器
西川工房 607-8142 京都府京都市山科区東野中井ノ上町７‐３０ 役務の提供 その他役務
西川産業株式会社 533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光２丁目６番２１号 一般機械器具設備類 電気設備
西川畳装飾株式会社 678-0031 兵庫県相生市旭４‐１０‐７ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
有限会社ニシガキ 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住８６０‐１ その他物品類 スポーツ用品
株式会社ニシガキ 669-5228 兵庫県朝来市和田山町久田和３９９ 一般機械器具設備類 建設機器
有限会社西垣消防器具製作所 669-5213 兵庫県朝来市和田山町玉置４６１ 一般機械器具設備類 消防機器
錦メンテナンス株式会社 672-8023 兵庫県姫路市白波町甲２４８２ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社西吾建設 668-0043 兵庫県豊岡市桜町２２‐１６ 工事用材料類 道路保安用品
西芝エンジニアリング株式会社 671-1242 兵庫県姫路市網干区浜田１０００番地 一般機械器具設備類 電気設備
西自動車整備工場 669-5125 兵庫県朝来市山東町粟鹿５６９ 船舶・車両類 車両販売
株式会社ニシダ装飾 678-0255 兵庫県赤穂市新田１０６９番地の１ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
西田電気設備管理事務所 651-2242 兵庫県神戸市西区井吹台東町４－９－３ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社ニシテック 770-8001 徳島県徳島市津田海岸町５番５１号 役務の提供 設備保守・管理
西鉄旅行株式会社 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院３丁目１６番２６号 役務の提供 旅客運送
株式会社西日本新聞メディアラボ 810-0001 福岡県福岡市中央区天神一丁目４番１号　西日本新聞会館 役務の提供 広告
西日本電信電話株式会社 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町４丁目１５番８２号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
西日本イワタニガス株式会社 552-0001 大阪府大阪市港区波除１‐１‐２５ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
株式会社西日本宇佐美 496-8503 愛知県津島市埋田町１－８ 燃料・動力類 石油
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株式会社西日本エスエスシー 620-0057 京都府福知山市問屋町２０番地の８ 一般機械器具設備類 消防機器
西日本オリオン株式会社 812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１３番１４号 一般機械器具設備類 電気設備
西日本グリーン販売株式会社 104-0045 東京都中央区築地５丁目６番１０号 農林水産業用品類 その他農林水産業用品類
西日本警備保障株式会社 674-0051 兵庫県明石市大久保町大窪２０４１‐３ 役務の提供 警備業務
西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社 567-0032 大阪府茨木市西駅前町５番２６号 農林水産業用品類 その他農林水産業用品類
西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社 733-0037 広島県広島市西区西観音町２－１ 一般機械器具設備類 電気設備
西日本自動車共済協同組合 812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵２ー１５ー２５ 役務の提供 その他役務
株式会社西日本水道センター 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原２－１０－９ 役務の提供 各種調査・研究
西日本綜合設備株式会社 657-0841 兵庫県神戸市灘区灘南通１‐２‐７ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社西日本体器製作所 660-0878 兵庫県尼崎市北竹谷町１‐１ その他物品類 スポーツ用品
西日本ニチモウ株式会社 750-1136 山口県下関市小月小島二丁目３番１７号 船舶・車両類 船舶部品及び修理
一般社団法人西宮高齢者事業団 662-0862 兵庫県西宮市青木町３番２０号 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社西宮自動車整備 662-0917 兵庫県西宮市与古道町３‐２６ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社西宮トラフィック 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜三丁目１２‐９ 役務の提供 その他運送
有限会社西白衣 770-0028 徳島県徳島市佐古八番町６‐６ 百貨・日用品類 衣類
株式会社西畑土建 673-0433 兵庫県三木市福井２０９３‐２７ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社西原環境 108-0022 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ニシベ計器製造所 143-8520 東京都大田区大森西一丁目１６番５号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
ニシム電子工業株式会社 812-8539 福岡県福岡市博多区美野島１－２－１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
西村株式会社 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通３－１－７ 燃料・動力類 石油
有限会社ニシムラ 673-1461 兵庫県加東市木梨１１５８－４ その他物品類 その他物品類
西村建設工業株式会社 668-0052 兵庫県豊岡市九日市下町２０７－１ 役務の提供 森林整備
有限会社西村工業所 667-0031 兵庫県養父市八鹿町九鹿越東２３７－２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社西村商店 669-5311 兵庫県豊岡市日高町日置１５６－４ 燃料・動力類 石油
西村石油株式会社 675-2105 兵庫県加西市下宮木町４５６ 燃料・動力類 石油
株式会社西村電気工事 675-2323 兵庫県加西市北条町西南３７７ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社西村風晃園 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町８４６‐１ 役務の提供 森林整備
株式会社西村モータース 668-0806 兵庫県豊岡市森１３８番地 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社ニシヤマ 677-0016 兵庫県西脇市高田井町３５ 医療・薬品類 工業用薬品
西山工機株式会社 671-1131 兵庫県姫路市大津区天神町１－７７ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社西山製作所 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町２丁目１番１５号 理化学・計測機器類 理化学機器
二十一世紀社 663-8223 兵庫県西宮市今津巽町７‐３‐９０９ 印刷類 軽印刷
株式会社ニチイ学館 101-8688 東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地 役務の提供 その他役務
株式会社日医リース 141-0031 東京都品川区西五反田１丁目３番８号 リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
有限会社ニチエー 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野６７３ 医療・薬品類 工業用薬品
株式会社ＮＩＣＨＩＪＯ 006-0835 北海道札幌市手稲区曙五条五丁目１番１０号 船舶・車両類 車両販売
株式会社ニチジョー 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町４‐７‐８ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ニチダン 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５－３－５ 役務の提供 その他役務
株式会社日米クック 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１－１７－２２ 役務の提供 その他役務
株式会社ニチボー 652-0046 兵庫県神戸市兵庫区上沢通３‐２‐３ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社日旅産業 105-0014 東京都港区３丁目４３－１５　芝信三田ビル５階 役務の提供 イベント等企画
株式会社日林マテリアル 679-3431 兵庫県朝来市新井７７７ 工事用材料類 アルミサッシ
株式会社ニチワ 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通２丁目１－１３ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社日和製作所 547-0001 大阪府大阪市平野区加美北１－１７－１ 理化学・計測機器類 理化学機器
ニチワ電機株式会社 669-1339 兵庫県三田市テクノパーク１２番地の５ じゅう器類 ガス・厨房機器
日化産業株式会社 554-0012 大阪府大阪市此花区西九条３丁目１６番３号 その他物品類 その他物品類
日化メンテナンス株式会社 101-0031 東京都千代田区東神田２‐５‐１２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ニック 561-0841 大阪府豊中市名神口３‐７‐１４ リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
株式会社ニックン 651-0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町５‐１１三井倉庫株式会社小野浜事務所３０５号 役務の提供 害虫駆除
株式会社日経サービス 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場１‐１７‐１０ 役務の提供 その他役務
株式会社ニツケ機械製作所 675-0053 兵庫県加古川市米田町船頭４４０ 一般機械器具設備類 電気設備
ニッケ不動産株式会社 650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町４７ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社日建技術コンサルタント 542-0012 大阪府大阪市中央区谷町６‐４‐３ 印刷類 地図
株式会社日建設計 102-8117 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番３号 役務の提供 その他役務
株式会社日建設計シビル 541-8528 大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目６番２号 役務の提供 その他役務
株式会社日建設計総合研究所 102-8117 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番３号 役務の提供 各種調査・研究
日研電工株式会社 658-0046 兵庫県神戸市東灘区御影本町６‐２‐５ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社日研ハイドロクリーン社 673-0044 兵庫県明石市藤江１８０６‐７ 役務の提供 その他清掃
株式会社ニッコーコーポレーション 661-0011 兵庫県尼崎市東塚口町２－３－４１ 燃料・動力類 高圧ガス
日興建設株式会社 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３５１－９ 役務の提供 森林整備
株式会社日興商会 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町５‐１０‐３０ じゅう器類 家具
日興通信株式会社 156-0054 東京都世田谷区桜丘１丁目２番２２号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社ニッコクトラスト 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町二丁目４番３号 役務の提供 その他役務
株式会社日産カーレンタルソリューション 220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目１‐１ リース・レンタル その他リース
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株式会社日産電機サービス 657-0841 兵庫県神戸市灘区灘南通５－３－２３ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社日産フィナンシャルサービス 261-7114 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ リース・レンタル その他リース
日産プリンス兵庫販売株式会社 657-0042 兵庫県神戸市灘区鳥帽子町３丁目３番１１号 船舶・車両類 車両販売
有限会社日昇堂ホームケア 669-2335 兵庫県丹波篠山市乾新町２６番地 医療・薬品類 医療機器
日清医療食品株式会社 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 役務の提供 その他役務
有限会社日進オギノ防災 679-0321 兵庫県西脇市黒田庄町田高３１３番地の１ 一般機械器具設備類 消防機器
日進化成株式会社 162-0825 東京都新宿区神楽坂１－１５ 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
日新工業株式会社 651-2145 兵庫県神戸市西区玉津町居住１９８ じゅう器類 その他じゅう器
日神工業株式会社 669-5361 兵庫県豊岡市日高町栗山９０１番地３ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
日進測量株式会社 703-8243 岡山県岡山市中区清水３６６－２ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
日神通商株式会社 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通二丁目２番３号 役務の提供 資源回収
日新電機株式会社 615-8686 京都府京都市右京区梅津高畝町４７番地 一般機械器具設備類 電気設備
日新電器株式会社 664-0851 兵庫県伊丹市中央４丁目２番８号 一般機械器具設備類 家電製品
日信電子サービス株式会社 131-0045 東京都墨田区押上一丁目１番２号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
日信防災株式会社 101-0032 東京都千代田区岩本町３－２－４ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社日水コン 163-1122 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ニッセイ基礎研究所 102-0073 東京都千代田区九段北４－１－７ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ニッセイコム 140-8511 東京都品川区大井１丁目４７番１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
日世産業株式会社 663-8013 兵庫県西宮市門前町１１‐４ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社日誠社 673-0011 兵庫県明石市西明石町２丁目１‐１３ 工事用材料類 塗料
ニッセイ情報テクノロジー株式会社 144-8721 東京都大田区蒲田５丁目３７番１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
日征通信株式会社 670-0893 兵庫県姫路市北平野６‐９‐５７ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
日成ビルド工業株式会社 920-0396 石川県金沢市金石北３丁目１６番地１０号 リース・レンタル その他リース
日世冷暖サービス株式会社 663-8013 兵庫県西宮市門前町１１－４ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社日積サーベイ 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町３－１－９　ＭＧ大手前ビル 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社日宣 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目４番５号 役務の提供 広告
株式会社ニッソーネット 533-0012 大阪府大阪市北区芝田１丁目４番１４号　芝田町ビル 役務の提供 人材派遣
ニッタン株式会社 151-8535 東京都渋谷区笹塚１－５４－５ 役務の提供 設備保守・管理
日中東北物産有限会社 680-1243 鳥取県鳥取市河原町佐貫１０９－１ 工事用材料類 道路保安用品
日通リース＆ファイナンス株式会社 105-0022 東京都港区海岸１丁目１４番２２号 リース・レンタル その他リース
日鉄テクノロジー株式会社 100-0006 東京都千代田区有楽町１－７－１ 役務の提供 その他役務
日鉄ビジネスサービス関西株式会社 541-0048 大阪府大阪市此花区島屋五丁目１番１０９号 役務の提供 警備業務
株式会社日展 652-0803 兵庫県神戸市兵庫区大開通三丁目１番２３号 じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社日展 530-0028 大阪府大阪市北区万歳町３番７号 その他物品類 その他物品類
株式会社ニットー 658-0084 兵庫県神戸市東灘区甲南町３丁目１番４号 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社ニットー 668-0025 兵庫県豊岡市幸町９‐１３ 役務の提供 その他清掃
日東エンタプライズ株式会社 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西６‐１３ 燃料・動力類 石油
日東カストディアル・サービス株式会社 173-0026 東京都板橋区中丸町１４－１池袋北ビル 役務の提供 建物保守・管理
日東工営株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号 工事用材料類 仮設建物
日東産業株式会社 656-2132 兵庫県淡路市志筑新島６―２２ 工事用材料類 砂利・砂・土
株式会社日東社 672-8014 兵庫県姫路市東山５２４ 百貨・日用品類 荒物雑貨
日東電機産業株式会社 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋５丁目１番３号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
ニッポー通信株式会社 668-0045 兵庫県豊岡市城南町３－３０ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
日豊株式会社 531-0074 大阪府大阪市北区本庄東３－１０－２７ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
日本オーチス・エレベータ株式会社 113-0021 東京都文京区本駒込２‐２８‐８ 役務の提供 設備保守・管理
日本オートマティックコントロール 105-0014 東京都港区芝３丁目１４番２号 理化学・計測機器類 理化学機器
日本カーソリューションズ株式会社 101-0021 東京都千代田区外神田四丁目１４番１号 リース・レンタル その他リース
一般社団法人日本海事検定協会 104-0032 東京都中央区八丁堀１丁目９番７号 役務の提供 各種調査・研究
日本海洋科学 212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
日本カルミック株式会社 102-0074 東京都千代田区九段南１丁目５番１０号 リース・レンタル その他リース
日本キャタピラー合同会社 164-0012 東京都中野区本町一丁目３２番２号 船舶・車両類 その他車両類
日本コムシス株式会社 141-8647 東京都品川区東五反田２丁目１７番１号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
日本コンピューター株式会社 802-0004 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町二丁目４番１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
日本システムウエア株式会社 150-8577 東京都渋谷区桜丘町３１‐１１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社日本シューター 101-0062 東京都千代田区神田駿河台２－９ 役務の提供 設備保守・管理
日本事務器株式会社 151-0071 東京都渋谷区本町３丁目１２番１号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
日本船舶薬品株式会社 231-0813 神奈川県横浜市中区かもめ町６番地 医療・薬品類 医療機器
日本通運株式会社 105-8322 東京都港区東新橋一丁目９番３号 役務の提供 その他運送
日本電気株式会社 108-8001 東京都港区芝五丁目７番１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
日本電通株式会社 552-0003 大阪府大阪市港区磯路２丁目２１番１号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
日本トーター株式会社 108-8275 東京都港区港南２‐１６‐１ 役務の提供 その他役務
日本ビルコン株式会社 130-0023 東京都墨田区立川２‐１１‐１０ 役務の提供 設備保守・管理
日本ピーマック株式会社 243-0213 神奈川県厚木市飯山３１５０ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社日本マンパワー 101-0042 東京都千代田区神田東松下町４７－１ 役務の提供 その他役務
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日本郵政スタッフ株式会社 107-0052 東京都港区赤坂八丁目４番１４号　青山タワープレイス５階 役務の提供 その他電算業務
日本郵便株式会社 100-8792 東京都千代田区大手町二丁目３番１号 役務の提供 その他運送
一般社団法人日本油料検定協会 658-0044 兵庫県神戸市東灘区御影塚町１‐２ 役務の提供 各種調査・研究
日本ライナー株式会社 135-0007 東京都江東区新大橋１‐８‐１１ 工事用材料類 道路保安用品
日本リーテック株式会社 101-0054 東京都千代田区神田錦町１－６ 工事用材料類 道路保安用品
ニッポンレンタカー関西株式会社 601-8001 京都府京都市南区東九条室町６４番地 リース・レンタル その他リース
ニッポンレンタカー北大阪株式会社 563-0034 大阪府池田市空港１丁目９番１０号 リース・レンタル その他リース
日本アイ・ビー・エム株式会社 103-8510 東京都中央区日本橋箱崎町１９番２１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
日本安全警備株式会社 650-0034 兵庫県神戸市中央区京町７１番地 役務の提供 警備業務
株式会社日本医化器械製作所 543-0014 大阪府大阪市天王寺区玉造元町３番９号　八光ビル７階 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社日本医事保険教育協会 860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町３番２０号 役務の提供 その他役務
有限会社日本一安い罠の店 879-5512 大分県由布市挾間町来鉢２９９６番地２ 農林水産業用品類 その他農林水産業用品類
株式会社日本医療福祉コンサルティング 101-0041 東京都千代田区神田須田町１－２－７　淡路町駅前ビル３階 役務の提供 各種調査・研究
株式会社日本インシーク 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
日本エア・リキード合同会社 108-8509 東京都港区芝浦３‐４‐１　グランパークタワー 燃料・動力類 高圧ガス
日本エアロスペース株式会社 107-0062 東京都港区南青山一丁目１番１号 船舶・車両類 航空機
日本エム・アイ・シー株式会社 107-0052 東京都港区赤坂７丁目１番１６号　オーク赤坂ビル 百貨・日用品類 衣類
株式会社日本エリアサービス 556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川２－７－１７ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
日本エレクトロニツクシステムズ株式会社 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目５番１５号 役務の提供 設備保守・管理
日本エレベーター製造株式会社 101-0032 東京都千代田区岩本町１丁目１０番３号 役務の提供 設備保守・管理
日本エンタープライズ株式会社 150-0002 東京都渋谷区渋谷一丁目１７番８号 百貨・日用品類 ゴム・革製品
日本音響エンジニアリング株式会社 130-0021 東京都墨田区緑１－２１－１０ 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
株式会社日本海コンサルタント 921-8042 石川県金沢市泉本町２丁目１２６番地 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
日本化成株式会社 663-8211 兵庫県西宮市今津山中町１０‐２２ 医療・薬品類 工業用薬品
一般社団法人日本家族計画協会 162-0843 東京都新宿区市谷田町１－１０保健会館新館 文具・事務用機器類 教材
日本環境株式会社 662-0052 兵庫県西宮市霞町５‐１６ 役務の提供 その他清掃
一般財団法人日本環境衛生センター 210-0828 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０番６号 役務の提供 その他役務
日本環境技研株式会社 112-0002 東京都文京区小石川５－５－５ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社日本環境調査研究所 160-0023 東京都新宿区西新宿６－２４－１ 役務の提供 各種調査・研究
日本環境分析センター株式会社 566-0001 大阪府摂津市千里丘５－１６－２１ 役務の提供 各種調査・研究
日本観光旅行センター有限会社 677-0015 兵庫県西脇市西脇７１２－８８ 役務の提供 旅客運送
日本管財株式会社 662-8588 兵庫県西宮市六湛寺町９－１６ 役務の提供 建物保守・管理
株式会社日本管財環境サービス 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 役務の提供 設備保守・管理
日本機械工業株式会社 104-0044 東京都中央区明石町６番４号 船舶・車両類 車両販売
日本気象株式会社 540-6017 大阪府大阪市中央区城見１－２－２７　クリスタルタワー１７階 役務の提供 各種調査・研究
一般財団法人日本気象協会 170-6055 東京都豊島区東池袋３‐１‐１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
日本金属探知機製造株式会社 567-0024 大阪府茨木市三咲町１－２７ 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
日本ギア工業株式会社 105-0003 東京都港区西新橋１丁目７番１４号 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社日本空港コンサルタンツ 104-0054 東京都中央区勝どき１－１３－１ 役務の提供 各種調査・研究
日本空調サービス株式会社 465-0042 愛知県名古屋市名東区照が丘２３９－２ 役務の提供 その他役務
株式会社日本経済研究所 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 役務の提供 各種調査・研究
一般社団法人日本健康倶楽部 102-0093 東京都千代田区平河町２－６－１ 役務の提供 その他役務
日本建築サービス株式会社 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通４丁目２番１５号 役務の提供 清掃業務（建物）
日本原料株式会社 210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町１番地２ 工事用材料類 砂利・砂・土
日本コ－キ株式会社 651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町２－８－８ 工事用材料類 道路保安用品
日本工営株式会社 102-0083 東京都千代田区麹町５－４ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
一般社団法人日本公園緑地協会 101-0032 東京都千代田区岩本町３－９－１３岩本町寿共同ビル 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
日本光電工業株式会社 161-8560 東京都新宿区西落合１－３１－４ 医療・薬品類 医療機器
日本光電用品株式会社 578-0956 大阪府東大阪市横枕西７番２７号 医療・薬品類 医療機器
一般財団法人日本国際協力センター 163-0716 東京都新宿区西新宿二丁目７番１号小田急第一生命ビル１６階 役務の提供 その他役務
日本コムシンク株式会社 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１－２－１１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
日本コンピューターネット株式会社 530-0034 大阪府大阪市北区錦町４－８２ 役務の提供 その他役務
日本コンベンションサービス株式会社 100-0013 東京都千代田区霞が関１‐４‐２ 役務の提供 イベント等企画
株式会社日本サーモエナー 108-0017 東京都港区白金台３－２－１０ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
日本サイン株式会社 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀２‐１‐９ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社日本サポートサービス 101-0062 東京都千代田区神田駿河台２－９駿河台フジヴュービル 役務の提供 その他役務
一般社団法人日本産業カウンセラー協会 105-0004 東京都港区新橋六丁目１７番１７号 役務の提供 その他役務
日本産業廃棄物処理株式会社 421-1221 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷２４６５番地 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社日本資源開発社 709-0607 岡山県岡山市東区浦間１１０２番地 役務の提供 産業廃棄物処理
一般財団法人日本システム開発研究所 162-0067 東京都新宿区富久町１６－５ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
日本システム技術株式会社 530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目３番１８号 役務の提供 その他役務
日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 604-8551 京都府京都市中京区壬生花井町３番地 印刷類 活平版印刷
日本昇降機株式会社 536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜６‐１７‐１８ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社日本食品エコロジー研究所 651-0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町１－９ 役務の提供 各種調査・研究
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一般財団法人日本食品検査 143-0006 東京都大田区平和島四丁目１番２３号 役務の提供 各種調査・研究
日本信号株式会社 100-6513 東京都千代田区丸の内１－５－１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
日本水機調査株式会社 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通１丁目１番１号神戸メリケンビル３０４号 役務の提供 その他役務
日本水道システム株式会社 663-8106 兵庫県西宮市大屋町２１－２５ 役務の提供 建物保守・管理
日本ステリ株式会社 101-0054 東京都千代田区神田錦町１－１９－１　神田橋パークビル 役務の提供 その他役務
一般社団法人日本船舶設計協会 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目５番地１９ 船舶・車両類 船舶新造
株式会社日本総合科学 721-0957 広島県福山市箕島町南丘３９９番地４６ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社日本総合研究所 141-0022 東京都品川区東五反田２‐１８‐１ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社日本総合保険 652-0803 兵庫県神戸市兵庫区大開通３丁目１‐２３　ミワボシビル２Ｆ 役務の提供 その他役務
日本装路株式会社 651-2144 兵庫県神戸市西区小山３－８－７ 工事用材料類 道路保安用品
日本測器株式会社 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通３‐１‐１９ 理化学・計測機器類 計測機器
株式会社日本造園緑地交社 670-0053 兵庫県姫路市南車崎１‐３‐３６ その他物品類 その他物品類
一般財団法人　日本耐震診断協会 564-0024 大阪府大阪市西区靭本町１－４－１６　南平ビル５階 役務の提供 その他役務
日本ダイナマット株式会社 105-0011 東京都港区芝公園二丁目６番１１号 理化学・計測機器類 計測機器
日本調理機株式会社 144-8513 東京都大田区東六郷３丁目１５番８号 じゅう器類 ガス・厨房機器
株式会社日本ツアーサービス 652-0898 兵庫県神戸市兵庫区駅前通１丁目３２番１号 役務の提供 旅客運送
日本通信紙株式会社 110-8653 東京都台東区下谷１‐７‐５ 印刷類 フォーム印刷
日本通信出版社代理店 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町３丁目５－１４ 文具・事務用機器類 その他文具・事務用機器
日本通信ネットワーク株式会社 100-0006 東京都千代田区有楽町１－７－１ 役務の提供 その他役務
日本テクトス株式会社 652-0047 兵庫県神戸市兵庫区下沢通７丁目１番２３号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
日本データカード株式会社 141-0032 東京都品川区大崎一丁目６番３号 文具・事務用機器類 その他文具・事務用機器
株式会社日本電気保安協会 552-0001 大阪府大阪市港区波除５丁目８番３号 役務の提供 設備保守・管理
日本電技株式会社 130-8556 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
日本電計株式会社 110-0005 東京都台東区上野５－１４－１２ 理化学・計測機器類 計測機器
日本電検株式会社 542-0072 大阪府大阪市中央区高津１丁目３番５号 役務の提供 設備保守・管理
日本電子株式会社 196-8558 東京都昭島市武蔵野三丁目１番２号 理化学・計測機器類 理化学機器
日本電子計算株式会社 102-8235 東京都千代田区九段南一丁目３番１号 役務の提供 その他電算業務
日本トータルテレマーケティング株式会社 150-0002 東京都渋谷区渋谷三丁目１２番１８号 役務の提供 その他役務
株式会社日本統計センター 802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町一丁目２－１６ 役務の提供 各種調査・研究
日本特装株式会社 102-0093 東京都千代田区平河町１‐９‐９ 一般機械器具設備類 消防機器
日本土地山林株式会社 141-0022 東京都品川区東五反田３‐２０‐１４ 工事用材料類 木材
日本道路興運株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 役務の提供 その他役務
株式会社日本道路マテリアル 546-0033 大阪府大阪市東住吉区南田辺３丁目１６番１４号 工事用材料類 道路保安用品
株式会社日本ドリコム 171-0033 東京都豊島区高田二丁目１７番２２号 役務の提供 イベント等企画
日本ニューホランド株式会社 060-0001 北海道札幌市中央区北１条西１３丁目４番地 農林水産業用品類 農林水産業用機器
日本ネットワークサービス 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町１丁目４番地の１０ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社日本能率協会総合研究所 105-0011 東京都港区芝公園三丁目１番２２号 役務の提供 各種調査・研究
日本ハイウエイ・サービス株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿６－６－３ 役務の提供 設備保守・管理
日本パーソネルセンター株式会社 650-8577 兵庫県神戸市中央区港島中町７丁目７番７ 役務の提供 その他電算業務
株式会社日本パルス 564-0051 大阪府吹田市豊津町１８－３８ 役務の提供 広告
株式会社日本ビジネス開発 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１８番１１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター 650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９番地 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
日本ビルケアー株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿７－９－１２ 役務の提供 清掃業務（建物）
日本ファイリング株式会社 101-0062 東京都千代田区神田駿河台３－２ じゅう器類 家具
日本フライトセーフティ株式会社 136-0082 東京都江東区新木場四丁目７番４４号 役務の提供 その他役務
日本文教出版株式会社 558-0041 大阪府大阪市住吉区南住吉４－７－５ 印刷類 その他印刷類
日本分光株式会社 192-8537 東京都八王子市石川町２９６７番地の５ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社日本保健衛生協会 564-0064 大阪府吹田市垂水町１丁目４０番２号 役務の提供 その他役務
株式会社日本翻訳センター 106-0044 東京都港区東麻布一丁目１０番１２号 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
日本防蝕工業株式会社 144-8555 東京都大田区南蒲田１‐２１‐１２ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社日本ポイントサービス 210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町１５番３号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
日本ミクニヤ株式会社 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口三丁目２５番１０号 役務の提供 各種調査・研究
日本水処理工業株式会社 530-0046 大阪府大阪市北区菅原町８番１４号 役務の提供 各種調査・研究
日本無線株式会社 181-0002 東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
日本メディカル株式会社 761-8054 香川県高松市東ハゼ町８－８ 医療・薬品類 医療機器
株式会社日本メディカルサービス 540-0021 大阪府大阪市中央区大手通三丁目１番２号エスリードビル大手通 役務の提供 その他役務
日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 530-0035 大阪府大阪市北区同心１－７－１４ 役務の提供 設備保守・管理
日本ユニシス株式会社 135-8560 東京都江東区豊洲一丁目１番１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
日本ライフライン株式会社 140-0002 東京都品川区東品川２丁目２番２０号 医療・薬品類 医療機器
日本ラミー株式会社 672-8043 兵庫県姫路市飾磨区上野田４丁目１３４－１４ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
日本リプロ株式会社 662-0942 兵庫県西宮市浜町９－１４ 役務の提供 クリーニング
株式会社日本旅行 103-8266 東京都中央区日本橋１丁目１９番１号日本橋ダイヤビルディング 役務の提供 その他役務
日本旅行ビジネスソリューションズ株式会社 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１丁目１１番４号　大阪駅前第４ビル１２階 役務の提供 イベント等企画
日本ロード・メンテナンス株式会社 658-0027 兵庫県神戸市東灘区青木５－１－８ 役務の提供 清掃業務（屋外）
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株式会社日本ワークシステム 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町１‐５‐１ 役務の提供 人材派遣
株式会社ニューコンセプト 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島３－１１－２４　山よし第１１ビル８階 医療・薬品類 衛生材料
株式会社ニュージェック 531-0074 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 役務の提供 その他役務
ニュージャパンマリン株式会社 515-0501 三重県伊勢市有滝町２２５９番地 船舶・車両類 船舶新造
株式会社ニューズ環境設計 652-0802 兵庫県神戸市兵庫区水木通２丁目２番２２号 役務の提供 各種調査・研究
ニューホライズンコレクティブ合同会社 103-0013 東京都中央区日本橋人形町一丁目５番８号人形町北浜ビル 役務の提供 広告
株式会社ニューライフ 669-1345 兵庫県三田市下相野３９４‐１ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社二楽園 658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本１‐２‐１７ 役務の提供 森林整備
二和防災設備株式会社 670-0992 兵庫県姫路市福沢町１３番地高田ビル 一般機械器具設備類 消防機器
ニンジニアネットワーク株式会社 799-3101 愛媛県伊予市八倉３１０番地２ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社布引 650-0017 兵庫県神戸市中央区１－１１－７ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ネオアグロ 675-1235 兵庫県加古川市平荘町小畑８６３ 農林水産業用品類 農林水産業用薬品
株式会社ネオスター 581-0039 大阪府八尾市太田新町３丁目１２４番地の１ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
株式会社ＮＥＯ　ＤＡＩＳＥＩ 650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通２－４－１４ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社ネオマーケティング 150-0036 東京都渋谷区南平台町１６－２５ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ネクサストライ 658-0053 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町６丁目１３番１８号住吉ビル地下１階 役務の提供 警備業務
Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目３５番２２号 役務の提供 各種調査・研究
ネクスト・ワン株式会社 675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津８０５番地の３ 燃料・動力類 高圧ガス
ネッツトヨタ神戸株式会社 661-0021 兵庫県尼崎市名神１丁目１８－２５ 船舶・車両類 車両販売
ネッツトヨタゾナ神戸株式会社 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通４‐２‐１２ 船舶・車両類 車両販売
ネットワンシステムズ株式会社 100-7024 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社熱技研通商 657-0057 兵庫県神戸市灘区神ノ木通２‐４‐１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
ネポン株式会社 150-0002 東京都渋谷区渋谷１－４－２ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
ノーベル工業株式会社 141-0032 東京都品川区大崎４丁目１２番２９号 その他物品類 その他物品類
株式会社農協観光 101-8613 東京都千代田区外神田１－１６－８ 役務の提供 その他役務
能美防災株式会社 102-8277 東京都千代田区九段南４丁目７番３号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社野木 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場１丁目１１番９号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社のこ源 653-0834 兵庫県神戸市長田区川西通一丁目１０番地 工事用材料類 管工事材料
野崎印刷紙業株式会社 603-8151 京都府京都市北区小山下総町５４番地の５ 印刷類 フォーム印刷
有限会社野崎建設工業 672-8001 兵庫県姫路市兼田３０－８ 役務の提供 その他清掃
株式会社野崎電気工業 653-0882 兵庫県神戸市中央区京町８３番地三宮センチュリービル 役務の提供 設備保守・管理
株式会社のざと家具 670-0871 兵庫県姫路市伊伝居４４８ じゅう器類 その他じゅう器
野里電気工業株式会社 555-0022 大阪府大阪市西淀川区柏里２－４－１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
ＮＯＶＡホールディングス株式会社 140-0002 東京都品川区東品川２－３－１２ 役務の提供 人材派遣
ノバシステム株式会社 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１－３－１５　新石原ビル９階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ノビタス 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１７番５号いちご新横浜ビル７階 一般機械器具設備類 通信・音響機器
有限会社信本 651-1321 兵庫県神戸市北区有野台６丁目９番３号 役務の提供 産業廃棄物処理
ノボキュア株式会社 100-6736 東京都千代田区丸の内１－９－１ リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
株式会社登プリント社 577-0808 大阪府東大阪市横沼町１丁目１４番１４号 印刷類 軽印刷
野村不動産コマース株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿８－５－１ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社乃村工藝社 135-8622 東京都港区台場２－３－４ 役務の提供 イベント等企画
株式会社野村総合研究所 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ノムラデュオ 035-0091 東京都港区台場二丁目３番５号 役務の提供 イベント等企画
株式会社ノムラプロダクツ 135-0091 東京都港区台場２－３－５ じゅう器類 幕・テント・看板
野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリー株式会社 100-8130 東京都千代田区大手町二丁目２番２号アーバンネット大手町ビル２０階 役務の提供 その他役務
株式会社ノムラメディアス 135-0091 東京都港区台場２－３－５ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ノリス 673-0005 兵庫県明石市小久保２－１０－４　大田ビル１Ｆ その他物品類 スポーツ用品
株式会社ノリムネ 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島３２４５ 百貨・日用品類 荒物雑貨
株式会社ハーツ 564-0042 大阪府吹田市穂波町９番１号 医療・薬品類 医療機器
株式会社ハートス 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町１丁目６番２９号　フォーキャスト堺筋本町 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
ハートスフードクリエーツ株式会社 658-0045 兵庫県神戸市東灘区東灘区御影石町４丁目１５番１５号　Ｎビル２階 役務の提供 その他役務
ＨＡＲＶＥＹ株式会社 464-0852 愛知県名古屋市千種区青柳町五丁目６番地 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ＨＡＲＰ 060-0001 北海道札幌市中央区北一条西六丁目１番地２ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ハーベストジャパン株式会社 650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町１０４番地３０５号 医療・薬品類 衛生材料
有限会社ハーモニー楽器 660-0052 兵庫県尼崎市七松町１－１０－２９ その他物品類 楽器
ハイウェイ・トール・システム株式会社 103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町１４‐１ 役務の提供 その他役務
ハイウエイ開発株式会社 100-0006 東京都千代田区有楽町１‐１０‐１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
ハイテクシステム株式会社 103-0023 東京都中央区日本橋本町４－８－１４ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ハイテクノ 651-2117 兵庫県神戸市西区池上１丁目１３－１ 印刷類 特殊印刷
株式会社ハイファイブ 668-0022 兵庫県豊岡市小田井町１３番１９号 役務の提供 その他電算業務
株式会社ハウスサービスかわかみ 651-2121 兵庫県神戸市西区水谷１丁目１２番１７号 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
株式会社ハウスビルシステム 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１丁目２番２‐１２００ 役務の提供 清掃業務（建物）
ハウス防火設備株式会社 656-0014 兵庫県洲本市桑間５４０‐７ 役務の提供 設備保守・管理
葉隠勇進株式会社 108-0014 東京都港区芝４－１３－３　ＰＭＯ田町東１０Ｆ 役務の提供 その他役務

64 / 90 ページ



令和２・３・４年度　兵庫県物品関係入札参加資格者名簿 （令和４年４月１日現在）

商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
株式会社萩原林業 673-0032 兵庫県明石市立石１丁目３番１号 役務の提供 森林整備
株式会社博愛社 111-0056 東京都台東区小島１‐４‐３ 印刷類 活平版印刷
ハクゾウメディカル株式会社 540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町２‐４‐９ 医療・薬品類 衛生材料
株式会社白兎環境開発 680-0911 鳥取県鳥取市千代水４丁目４０番地 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社博報堂 107-6322 東京都港区赤坂５丁目３番１号 印刷類 活平版印刷
株式会社博甫園 654-0121 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字池ノ谷９７５ 役務の提供 害虫駆除
株式会社博明社 540-0012 大阪府大阪市中央区内本町１－１－１０ 役務の提供 清掃業務（建物）
白陽化学工業株式会社 662-0051 兵庫県西宮市羽衣町７番３１号‐１１０５ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社白洋舍 146-0092 東京都大田区下丸子二丁目１１番８号 役務の提供 クリーニング
株式会社はくろタクシー 670-0981 兵庫県姫路市西庄１４３番地の１ 役務の提供 旅客運送
ハシ運動用品店 660-0893 兵庫県尼崎市西難波町１－６－２５ その他物品類 スポーツ用品
株式会社橋田舞台設備 587-0013 大阪府堺市美原区真福寺７７番地１ じゅう器類 幕・テント・看板
有限会社ハシノ工業 651-1303 兵庫県神戸市北区藤原台南町２丁目１９番１号 役務の提供 その他清掃
橋本株式会社 679-2161 兵庫県姫路市香寺町溝口１１８８番地１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社橋本商会 661-0026 兵庫県尼崎市水堂町４‐１９‐１６ 工事用材料類 管工事材料
橋本商会 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤４６－２ 医療・薬品類 衛生材料
株式会社橋本設備工業所 564-0051 大阪府吹田市豊津町１９番１６号 役務の提供 その他清掃
橋本造園土木株式会社 670-0972 兵庫県姫路市手柄１４２‐３ 農林水産業用品類 植物
株式会社橋本造園土木 679-4305 兵庫県たつの市新宮町吉島５５９ー１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
橋元ミシン商会 670-0066 兵庫県姫路市藤ケ台５‐１５ じゅう器類 ミシン・編み機
株式会社長谷園 656-0426 兵庫県南あわじ市榎列大榎列９３９ 役務の提供 森林整備
株式会社ハセガワ 679-1135 兵庫県多可郡多可町中区安坂３４‐３ 工事用材料類 砂利・砂・土
税理士法人長谷川会計 733-0822 広島県広島市西区庚午中２丁目１１－１ 役務の提供 その他役務
長谷川体育施設株式会社 154-0004 東京都世田谷区太子堂１－４－２１ 工事用材料類 砂利・砂・土
株式会社長谷川電機 668-0231 兵庫県豊岡市出石町川原１９７番地 一般機械器具設備類 家電製品
畑休燃料株式会社 669-2324 兵庫県丹波篠山市東新町８１番地 燃料・動力類 石油
有限会社畠石油店 669-2143 兵庫県丹波篠山市今田町釜屋５３８‐１８ 燃料・動力類 石油
株式会社畑地清掃 670-0966 兵庫県姫路市延末一丁目６番地 役務の提供 産業廃棄物処理
はた電気設備 669-6542 兵庫県美方郡香美町香住区一日市２３１‐１ 一般機械器具設備類 電気設備
畑中電気合同会社 653-0834 兵庫県神戸市長田区川西通５丁目１０７番地の８ 工事用材料類 電気工事材料
有限会社ハタヤ 651-2115 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府１２１‐１ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社白光 547-0003 大阪府大阪市平野区加美南４丁目４番２２ リース・レンタル その他リース
八光海運株式会社 585-0002 大阪府南河内郡河南町大字一須賀４５３番地の１ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社博幸商会 676-0074 兵庫県高砂市梅井３丁目３番５号 文具・事務用機器類 用紙
株式会社服部 657-0038 兵庫県神戸市灘区深田町２‐５‐９ 理化学・計測機器類 環境機器
株式会社服部 668-0022 兵庫県豊岡市小田井町１３番２５号 百貨・日用品類 ゴム・革製品
服部プロセス株式会社 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目９‐１７ 印刷類 活平版印刷
株式会社ハツタテクノ 105-0012 東京都港区芝大門１－５－１０ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社はと印刷 722-2102 広島県尾道市因島重井町４０８０－３ 印刷類 活平版印刷
株式会社花泉 590-0021 大阪府堺市堺区北三国ヶ丘８丁４番３号 役務の提供 イベント等企画
はなさき税理士法人 101-0061 東京都千代田区神田三崎町三丁目５番９号 役務の提供 各種調査・研究
有限会社花田建設 671-0255 兵庫県姫路市花田町小川３４５－１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社ハナテックコンピュータシステム 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町３－４－１０日宝御堂ビル２Ａ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社英製帽所 670-0001 兵庫県姫路市河間町４９ 百貨・日用品類 衣類
有限会社ハナヤ商店 651-0065 兵庫県神戸市中央区割塚通３丁目２‐５ 百貨・日用品類 荒物雑貨
有限会社浜上商会 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野１３４０番地 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社濱口商店 670-0972 兵庫県姫路市手柄１７６ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社ハマコン 669-6747 兵庫県美方郡新温泉町三谷９０‐１ 印刷類 その他印刷類
浜田化学株式会社 660-0843 兵庫県尼崎市東海岸町１番地の４ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社浜田広告社 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町４－８－１ 役務の提供 広告
株式会社ＨＡＭＡＤＡサービス 596-0814 大阪府岸和田市岡山町９８８－６ 役務の提供 害虫駆除
株式会社ハマダ商店 654-0006 兵庫県神戸市須磨区養老町１－５－１３ 役務の提供 その他役務
有限会社浜田デザイン写植 656-1332 兵庫県洲本市五色町広石北６３６‐１ 印刷類 活平版印刷
株式会社ＨＡＭＡＮＩ 164-0011 東京都中野区中央２丁目６番８号 百貨・日用品類 衣類
浜松ホトニクス株式会社 435-8558 静岡県浜松市市野町１１２６番地の１ 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
ハミーガス株式会社 656-2163 兵庫県淡路市中田２９７９ー３ 燃料・動力類 LPガス
ハヤカワ書店 668-0033 兵庫県豊岡市中央町１５‐１２ その他物品類 書籍
早来工営株式会社 210-0867 神奈川県川崎市川崎区扇町６‐１ 役務の提供 産業廃棄物処理
有限会社ハヤシキカイ 671-4131 兵庫県宍粟市一宮町安積１３１２－６ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
株式会社林田製作所 337-0044 埼玉県さいたま市見沼区大字上山口新田５６番地１ 船舶・車両類 車両販売
株式会社ハヤシハウジング 599-8113 大阪府堺市東区日置荘田中町３５２番地２ 役務の提供 清掃業務（建物）
林六株式会社 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場４‐１１‐２８ 医療・薬品類 工業用薬品
株式会社原口 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲１００７‐１ 燃料・動力類 LPガス
有限会社原自動車 677-0043 兵庫県西脇市下戸田４６２－１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
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原田広告 678-1202 兵庫県赤穂郡上郡町野桑１５６１ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社原田商事 678-0051 兵庫県相生市那波大浜町１８‐１０ じゅう器類 家具
原田電機株式会社 670-0943 兵庫県姫路市市之郷町１－２０ 一般機械器具設備類 家電製品
播磨営繕有限会社 675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山１１９２番地の５ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社ハリマ園芸 675-0163 兵庫県加古郡播磨町古宮１－１－８ 役務の提供 清掃業務（屋外）
はりま紙商株式会社 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田字池田開拓１８９７－８ 役務の提供 資源回収
播磨環境管理センター株式会社 676-0068 兵庫県高砂市高砂町鍛治屋町１３９０ 役務の提供 清掃業務（建物）
はりま観光バス合同会社 679-4132 兵庫県たつの市誉田町福田４５０－７ 役務の提供 その他役務
播磨企画株式会社 676-0082 兵庫県高砂市高砂市曽根町２４６６番地の１３ 役務の提供 産業廃棄物処理
播磨共同ガス株式会社 675-0144 兵庫県加古郡播磨町北本荘３‐４‐１４ 燃料・動力類 LPガス
はりま興業株式会社 671-0224 兵庫県姫路市別所町佐土二丁目６０番地３ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ハリマ工業 652-0833 兵庫県神戸市兵庫区島上町２－１－２７ 役務の提供 設備保守・管理
ハリマサイエンス株式会社 671-1205 兵庫県姫路市勝原区大谷４０２‐３ 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
ハリマ産業エコテック株式会社 671-1242 兵庫県姫路市網干区浜田１２２３番地の１０ 農林水産業用品類 肥料
株式会社播磨時報社 670-0955 兵庫県姫路市安田４丁目３３番９ 印刷類 活平版印刷
株式会社播磨設計コンサルタント 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野１５８０番地 役務の提供 各種調査・研究
有限会社播磨タイヤ商会 679-4168 兵庫県たつの市龍野町四箇５３－２ 船舶・車両類 車両部品及び修理
播磨塗料工業株式会社 670-0996 兵庫県姫路市土山７‐６‐３３ 工事用材料類 塗料
株式会社ハリマ道路施設 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺７４３‐２０ 工事用材料類 道路保安用品
播磨土建工業株式会社 678-1231 兵庫県赤穂郡上郡町上郡３７０ 役務の提供 清掃業務（屋外）
はりま西森林組合 678-1233 兵庫県赤穂郡上郡町大持２７８番地 役務の提供 森林整備
ハリマニックス株式会社 676-0022 兵庫県高砂市高砂町浜田町１丁目６番１２号 印刷類 活平版印刷
ハリマホームガス株式会社 678-0051 兵庫県相生市那波大浜町４－２０ 燃料・動力類 LPガス
ハリマ防災株式会社 673-0046 兵庫県明石市藤が丘１丁目１２－１ 役務の提供 設備保守・管理
播磨メディカル株式会社 672-8075 兵庫県姫路市飾磨区思案橋９６ 燃料・動力類 高圧ガス
はりまメンテナンス事業協同組合 679-5165 兵庫県たつの市新宮町光都一丁目１９－４ 役務の提供 建物保守・管理
播磨薬品株式会社 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田１５７５番地 医療・薬品類 工業用薬品
株式会社播磨リビング新聞社 670-0955 兵庫県姫路市安田１丁目５８番地４ 役務の提供 広告
はるやま商事株式会社 700-0822 岡山県岡山市北区表町１－２－３ 百貨・日用品類 衣類
ハロー・テクノ株式会社 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江２‐２‐２５久我ビル南館５階 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社阪急交通社 530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目５番２５号 役務の提供 その他役務
阪急コミューターバスマネジメント株式会社 561-0832 大阪府豊中市庄内西町５丁目１番２４号 役務の提供 その他役務
株式会社阪急ジョブ・エール 530-0012 大阪府大阪市北区芝田１－１－４　阪急ターミナルビル９階 役務の提供 人材派遣
阪急タクシー株式会社 561-0853 大阪府豊中市服部南町３丁目５番１２号 役務の提供 旅客運送
株式会社阪急トラベルサポート 530-0001 大阪府大阪市北区梅田２－５－２５　ハービスＯＳＡＫＡ１４階 役務の提供 人材派遣
株式会社阪急阪神エムテック 567-0065 大阪府茨木市上郡２丁目１４番４号 船舶・車両類 車両部品及び修理
阪急阪神ビルマネジメント株式会社 530-0012 大阪府大阪市北区芝田１‐１‐４ 役務の提供 建物保守・管理
阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 役務の提供 広告
株式会社阪神青写真工業所 662-0046 兵庫県西宮市千歳町１番３６号 印刷類 青写真
阪神衛材株式会社 662-0844 兵庫県西宮市西福町８番１６号 医療・薬品類 その他医療・薬品類
阪神園芸株式会社 663-8165 兵庫県西宮市甲子園浦風町１６－２４ リース・レンタル その他リース
株式会社阪神環境クリエート 660-0051 兵庫県尼崎市東七松町１丁目１５番２１号 役務の提供 産業廃棄物処理
阪神環境事業株式会社 666-0024 兵庫県川西市久代１丁目４番１０号 役務の提供 その他清掃
阪神器化学株式会社 663-8215 兵庫県西宮市今津水波町１０‐１８ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社阪神機工商会 660-0083 兵庫県尼崎市道意町６‐１‐３４ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
阪神給食株式会社 550-0013 大阪府大阪市西区新町２－１８－８ 役務の提供 その他役務
阪神ケーブルエンジニアリング株式会社 663-8186 兵庫県西宮市上鳴尾町２７－１１ 役務の提供 設備保守・管理
阪神興業株式会社 653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町６丁目１番１号 役務の提供 その他役務
阪神高速技術株式会社 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１－４－１ リース・レンタル その他リース
阪神高速サービス株式会社 550-0004 大阪府大阪市西区靱本町１－１１－７ 役務の提供 広告
株式会社阪神水道衛生社 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通４－２－６ 役務の提供 その他清掃
株式会社阪神セキュリティ 662-0916 兵庫県西宮市戸田町３番２９号 役務の提供 警備業務
株式会社阪神設備工業所 660-0833 兵庫県尼崎市南初島町１０‐１４９ 役務の提供 設備保守・管理
阪神装路株式会社 557-0031 大阪府大阪市西成区鶴見橋一丁目７番６号 工事用材料類 道路保安用品
阪神測建株式会社 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町六丁目３番１１号 印刷類 地図
阪神造園土木株式会社 661-0026 兵庫県尼崎市水堂町４丁目９番７号 役務の提供 清掃業務（屋外）
阪神地域開発事業協同組合 664-0023 兵庫県伊丹市中野西１丁目１４２番地 役務の提供 清掃業務（屋外）
阪神中高年企業組合 662-0942 兵庫県西宮市浜町１５ー１０ 役務の提供 清掃業務（屋外）
阪神特機サービス株式会社 662-0836 兵庫県西宮市大畑町８番２８号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
阪神動力機械株式会社 554-0014 大阪府大阪市此花区四貫島二丁目２６番７号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
阪神道路開発株式会社 652-0803 兵庫県神戸市兵庫区大開通６丁目３番１３号 工事用材料類 道路保安用品
株式会社阪神バンザイ 662-0977 兵庫県西宮市神楽町５‐５ 一般機械器具設備類 工作機器
阪神米穀株式会社 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜４丁目１番１５号 その他物品類 その他物品類
株式会社阪神補聴器センター 660-0053 兵庫県尼崎市南七松町１丁目１番５号 医療・薬品類 医療機器
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阪神輸送機株式会社 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１４番８号 役務の提供 設備保守・管理
阪神連合清掃株式会社 673-0891 兵庫県明石市大明石町１－１２－１７ 役務の提供 設備保守・管理
阪神ロックサービス株式会社 660-0075 兵庫県尼崎市大庄中通１－５１－１５ 工事用材料類 建具
企業組合はんしんワーカーズコープ 661-0967 兵庫県尼崎市浜３－１３－１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
範多機械株式会社 555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島２‐１４‐２１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社ｈｕｎｔｅｃｈ 152-0002 東京都目黒区目黒本町５－７－１１　三幸ビル４０１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社阪奈宣伝社 630-8014 奈良県奈良市四条大路４丁目２番１５号 じゅう器類 幕・テント・看板
阪和通工株式会社 543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町３番３４号シグナルセンタービル 役務の提供 設備保守・管理
株式会社バード・デザインハウス 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２‐２‐２　ＫＤＫ天満ビル５Ｆ 役務の提供 その他電算業務
株式会社ＶＥＲＶＥ 662-0916 兵庫県西宮市戸田町４番２４号　セントラルステージ寺田４０５号室 役務の提供 清掃業務（屋外）
特定非営利活動法人バイオマス丹波篠山 669-2714 兵庫県丹波篠山市垣屋１５９－２ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
バイザー株式会社 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 役務の提供 その他役務
バイタルエア・ジャパン株式会社 143-0013 東京都大田区大森南２丁目１１番１３号 リース・レンタル その他リース
株式会社バイタルリード 693-0013 島根県出雲市荻杼町２７４番地２ 役務の提供 各種調査・研究
バキュームプロダクツ株式会社 187-0012 東京都小平市御幸町１６番地２ 理化学・計測機器類 理化学機器
バックオフィスサービス株式会社 673-0886 兵庫県明石市東仲ノ町３‐４１ 印刷類 その他印刷類
株式会社バックスグループ 170-0013 東京都豊島区東池袋４－５－２　ライズアリーナビル１４階 役務の提供 人材派遣
株式会社馬場酸素 553-0002 大阪府大阪市福島区鷺洲４－６－２６ 燃料・動力類 高圧ガス
株式会社ヴァリアス・ディメンションズ 104-0061 東京都中央区銀座七丁目１７番２号　アーク銀座ビルディング４階 役務の提供 イベント等企画
株式会社バリアンメディカルシステムズ 103-0026 東京都中央区日本橋兜町５－１ 役務の提供 設備保守・管理
バンガード株式会社 670-0934 兵庫県姫路市朝日町４７番地 役務の提供 警備業務
株式会社播敷 675-2303 兵庫県加西市北条町古坂７－１２８ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
播州交通株式会社 674-0074 兵庫県明石市明石市魚住町清水２２７５－７ 役務の提供 その他役務
株式会社播州商会 678-0236 兵庫県赤穂市上仮屋南４‐２１ 役務の提供 設備保守・管理
播州精米株式会社 679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂字南池ノ下１１２番地の１ その他物品類 その他物品類
播州電業株式会社 671-2214 兵庫県姫路市西夢前台三丁目２６番地 一般機械器具設備類 電気設備
播州道路施設株式会社 678-0072 兵庫県相生市竜泉町１１７‐１３ 工事用材料類 道路保安用品
播州農機販売株式会社 679-0221 兵庫県加東市河高２２２１ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
番所自動車工業株式会社 656-0012 兵庫県洲本市１丁目４－６ 船舶・車両類 車両販売
播水工業株式会社 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野１５５－１ 工事用材料類 砂利・砂・土
株式会社萬盛スズキ 654-0121 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字地子田１０３５－１ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社ばんでん 671-2545 兵庫県宍粟市山崎町中井１２４番地 一般機械器具設備類 電気設備
有限会社坂東林業 527-0226 滋賀県東近江市一式町５６４‐５ 役務の提供 森林整備
播備株式会社 672-8004 兵庫県姫路市継字辰巳端３５２ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社パースジャパン 113-0033 東京都文京区本郷５丁目２６番４号 リース・レンタル その他リース
パーソルエクセルＨＲパートナーズ株式会社 540-6102 大阪府大阪市中央区城見２－１－６１ 役務の提供 人材派遣
パーソルキャリア株式会社 100-6328 東京都千代田区丸の内２－４－１丸の内ビルディング２７Ｆ・２８Ｆ 役務の提供 イベント等企画
パーソルテンプスタッフ株式会社 151-0053 東京都渋谷区代々木二丁目１番１号 役務の提供 人材派遣
株式会社パートナーエージェント 141-0032 東京都品川区大崎１－２０－３　イマス大崎ビル４階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社Ｐａｒｔｎｅｒｓ 650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通２‐４‐１４日栄ビル６Ｆ その他物品類 その他物品類
株式会社パイプドビッツ 107-0052 東京都港区赤坂二丁目９番１１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
有限会社パウゼ 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通２－１－６ジェイルミナ三宮６Ｆ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社パクス 841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町１０番地３０ 役務の提供 資源回収
株式会社パシフィックアートセンター 104-0041 東京都中央区新富二丁目８番１号 役務の提供 その他役務
パシフィックコンサルタンツ株式会社 101-8462 東京都千代田区神田錦町３－２２ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社パシフィック商会 651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷有瀬１３５２－２ 百貨・日用品類 衣類
株式会社Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｄｉｎｅｒ　Ｓｅｖｉｃｅ 530-0003 大阪府大阪府大阪市北区堂島２丁目２番２号 役務の提供 その他役務
株式会社パシフィックネット 108-0014 東京都港区芝５丁目２０番４号 リース・レンタル リース（事務機器）
株式会社パスコ 153-0064 東京都目黒区下目黒１－７－１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
パスコ株式会社 657-0846 兵庫県神戸市灘区岩屋中町１丁目２番９号 役務の提供 清掃業務（建物）
パステムソリューションズ株式会社 892-0836 鹿児島県鹿児島市錦江町９番２５号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社　パストラーレ 164-0012 東京都中野区本町二丁目５４番１３号　黒須ビル３階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
パソコン便利屋 669-2436 兵庫県丹波篠山市池上２６６ 役務の提供 その他電算業務
株式会社パソナ 100-6514 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 役務の提供 人材派遣
パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社 571-8501 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 リース・レンタル リース（事務機器）
株式会社パソナフォスター 100-8228 東京都千代田区大手町２－６－２ 役務の提供 その他役務
株式会社パソナマスターズ 100-0004 東京都千代田区大手町２－６－２ 役務の提供 人材派遣
株式会社パソナライフケア 100-8228 東京都千代田区大手町２丁目６番２号 役務の提供 人材派遣
パナソニックエイジフリー株式会社 571-8686 大阪府門真市大字門真１０４８ 一般機械器具設備類 家電製品
パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社 540-0001 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 役務の提供 設備保守・管理
パナソニックエレベーター株式会社 571-8686 大阪府門真市大字門真１０４８ 役務の提供 設備保守・管理
パナソニック環境エンジニアリング株式会社 564-0062 大阪府吹田市垂水町３－２８－３３ 一般機械器具設備類 電気設備
パナソニックコネクト株式会社 104-0061 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社 140-0002 東京都品川区東品川１丁目３９番９号 役務の提供 設備保守・管理
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パナソニック防災システムズ株式会社 540-6130 大阪府大阪市中央区城見２丁目１番６１号 役務の提供 設備保守・管理
パナソニック産機システムズ株式会社 131-0045 東京都墨田区押上１－１－２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社Ｐｕｂｌｉｃ　ｄｏｔｓ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 150-6115 東京都渋谷区渋谷二丁目２４ー１２渋谷スクランブルスクエア１５階 役務の提供 その他役務
パラテクノ株式会社 113-8415 東京都文京区本郷５‐２８‐３ リース・レンタル その他リース
パリノ・サーヴェイ株式会社 114-0014 東京都北区田端一丁目２５番１９号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社パルテック 658-0042 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町１２番地 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社パレオ・ラボ 335-0016 埼玉県戸田市下前１－１３－２２ 役務の提供 その他役務
株式会社パレオサイエンス 107-0052 東京都港区赤坂３‐１１‐１４赤坂ベルゴ５１１ その他物品類 その他物品類
株式会社パレット 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿１２１９‐２２ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社パワーエレメント 652-0884 兵庫県神戸市兵庫区神戸市兵庫区和田山通１ー２ー２５ーＢ４０６ 工事用材料類 電気工事材料
株式会社パワーステーション 657-0835 兵庫県神戸市灘区灘北通７－２－３ 役務の提供 広告
一般社団法人　ＰＡＮＤＡ 665-0015 兵庫県宝塚市光ガ丘１丁目２番３５号 役務の提供 その他役務
株式会社樋浦 651-1502 兵庫県神戸市北区道場町塩田３１８７ じゅう器類 家具
日置運送株式会社 674-0062 兵庫県明石市大久保町谷八木土林９１５番地の１ 役務の提供 産業廃棄物処理
有限会社ヒカミ 669-3606 兵庫県丹波市氷上町上成松５９ リース・レンタル その他リース
氷上運送有限会社 669-3651 兵庫県丹波市氷上町氷上字下川３３９ 役務の提供 その他運送
氷上エンタプライズ株式会社 669-3651 兵庫県丹波市氷上町氷上６１ 役務の提供 人材派遣
氷上観光有限会社 669-3651 兵庫県丹波市氷上町氷上３３９ 役務の提供 旅客運送
氷上急行運輸倉庫株式会社 669-3651 兵庫県丹波市氷上町氷上６２ 役務の提供 その他運送
氷上自動車工業株式会社 669-3463 兵庫県丹波市氷上町北野１０８‐１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
氷上テクノ有限会社 669-3154 兵庫県丹波市氷上町新郷２２４ 役務の提供 産業廃棄物処理
光工業株式会社 612-8415 京都府京都市伏見区竹田中島町５ 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
光コミュニケーションズ株式会社 650-0034 兵庫県神戸市中央区京町７８番地 役務の提供 その他役務
株式会社ヒカリ商会 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町３ー６ー３１ 印刷類 青写真
日笠エンジニアリング株式会社 657-0852 兵庫県神戸市灘区大石南町３‐３‐１ 役務の提供 その他清掃
日笠工業株式会社 657-0852 兵庫県神戸市灘区大石南町３丁目３番１号 役務の提供 その他清掃
東大阪発電機サービス 579-8001 大阪府善根寺町３－３－２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社東テスティパル 571-0045 大阪府門真市殿島町６－１ 役務の提供 その他役務
東山書院 673-0868 兵庫県明石市東山町３７７３‐１４３ 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
株式会社久木 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通三丁目３番７号 役務の提供 その他運送
久永電気設備管理事務所 669-1133 兵庫県西宮市東山台４‐１５‐６ 役務の提供 設備保守・管理
菱井商事株式会社 650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町３２番地 一般機械器具設備類 電気設備
土方電工株式会社 577-0801 大阪府東大阪市小阪２－６－３５ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社日立オートサービス 111-0036 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 リース・レンタル その他リース
株式会社日立国際電気 105-8039 東京都港区西新橋二丁目１５番１２号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社日立産機システム 101-0021 東京都千代田区外神田一丁目５番１号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社日立システムズ 141-8672 東京都品川区大崎一丁目２番１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社日立社会情報サービス 135-8633 東京都品川区南大井六丁目２６番３号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社日立情報通信エンジニアリング 220-6122 神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目３番３号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社日立製作所 100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 一般機械器具設備類 電気設備
日立造船株式会社 659-8559 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社日立パワーソリューションズ 317-0073 茨城県日立市幸町３‐２‐２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社日立ビルシステム 101-8941 東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地 役務の提供 設備保守・管理
株式会社日立プラントメカニクス 327-0816 栃木県佐野市栄町１１番地 役務の提供 その他役務
日立ヘルスケアシステムズ株式会社 141-0031 東京都品川区西五反田１－３１－１ 医療・薬品類 医療機器
株式会社引越家マック 672-8044 兵庫県姫路市飾磨区下野田１ー１２８ 役務の提供 その他運送
株式会社ヒト・コミュニケーションズ 170-0013 東京都豊島区東池袋１丁目９番６号 役務の提供 人材派遣
株式会社ひとまち 540-0008 大阪府大阪市中央区大手前１丁目６番８号光養ビル７０２号室 役務の提供 その他役務
株式会社ＨＩＮＯ 671-2234 兵庫県姫路市西脇８５１番地 工事用材料類 仮設建物
日之出管財株式会社 652-0804 兵庫県神戸市兵庫区塚本通４－４－１９ 役務の提供 清掃業務（建物）
日之出商事株式会社 651-0093 兵庫県神戸市中央区二宮町２－１－１４ 役務の提供 清掃業務（建物）
日之出水道機器株式会社 812-8636 福岡県福岡市博多区堅粕５丁目８番１８号 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
日野物流株式会社 671-1534 兵庫県揖保郡太子町福地１５５－１ 役務の提供 産業廃棄物処理
日ノ丸産業株式会社 680-0845 鳥取県鳥取市富安２丁目１１番地 燃料・動力類 石油
株式会社日野メディカル 225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１１５７－５　ＢＵＩＬＤＩＮＧ　４０２ 医療・薬品類 医療機器
ヒビノスペーステック株式会社 105-0022 東京都港区海岸２－７－７０ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社日比谷アメニス 108-0073 東京都港区三田４－７－２７ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社姫協 671-1523 兵庫県揖保郡太子町東南１３９－１ じゅう器類 幕・テント・看板
姫路エコロジー 671-0233 兵庫県姫路市御国野町西御着５９５ 役務の提供 産業廃棄物処理
姫路科学株式会社 670-0972 兵庫県姫路市手柄２丁目１２１ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社姫路環境開発 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島字宝来３０６７番地の１７ 役務の提供 産業廃棄物処理
姫路観光バス株式会社 670-0056 兵庫県姫路市東今宿１丁目４－４０ 役務の提供 旅客運送
株式会社ヒメジグローブ 676-4233 兵庫県姫路市林田町下伊勢字坊上５７２番地２ その他物品類 その他物品類
姫路ケーブルテレビ株式会社 670-0964 兵庫県姫路市豊沢町１３５番地　姫路大同生命ビル７階 役務の提供 イベント等企画
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姫路鋼管株式会社 670-0985 兵庫県姫路市玉手４３９－１ 工事用材料類 管工事材料
特定非営利活動法人姫路コンベンションサポート 671-2234 兵庫県姫路市西脇７４６番地 役務の提供 イベント等企画
姫路合同貨物自動車株式会社 670-0843 兵庫県姫路市城東町清水６番地 役務の提供 その他運送
一般社団法人姫路市医師会 670-0061 兵庫県姫路市西今宿三丁目７番２１号 役務の提供 その他役務
公益社団法人姫路市シルバー人材センター 670-0955 兵庫県姫路市中地３５４番地　勤労市民会館内 役務の提供 清掃業務（屋外）
姫路ジーエス電池販売株式会社 670-0825 兵庫県姫路市市川橋通１丁目３１‐２ 一般機械器具設備類 電気設備
姫路情報機器 671-1144 兵庫県姫路市大津区長松３０３－１６ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社姫路洗管 671-1142 兵庫県姫路市大津区北天満町１４１－３ 役務の提供 清掃業務（屋外）
姫路装飾有限会社 670-0084 兵庫県姫路市東辻井２丁目９‐１８ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
姫路電機材料株式会社 670-0985 兵庫県姫路市玉手１丁目１４６番地 工事用材料類 電気工事材料
姫路ナブコ株式会社 672-8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅１‐７４ 役務の提供 建物保守・管理
姫路ハウスサービス株式会社 670-0952 兵庫県姫路市南条１‐１３３ 工事用材料類 仮設建物
姫路ビルメンテナンス協同組合 670-0932 兵庫県姫路市下寺町４３ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社姫路ポートサービス 672-8063 兵庫県姫路市飾磨区須加２６１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社姫路マドコン 679-4103 兵庫県たつの市神岡町上横内２９６番地の１ 役務の提供 設備保守・管理
姫路丸二陶材 671-2245 兵庫県姫路市白鳥台１丁目３１‐１８ 文具・事務用機器類 教材
株式会社姫路モトヤ 670-0932 兵庫県姫路市下寺町６１ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社ヒューネット 790-0941 愛媛県松山市和泉南６丁目４－２６ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
ヒューマンアカデミー株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 役務の提供 その他役務
株式会社ヒューマンアソシエイト 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場４－１１－１７　船場ｍｋビル５ｆ 役務の提供 その他電算業務
株式会社Ｈｕｍａｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 305-0045 茨城県つくば市梅園２丁目７番３号つくばシティビル３０３ 役務の提供 その他役務
ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社 169-0075 東京都新宿区高田馬場四丁目４番２号 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
株式会社ヒューマンスピリッツ 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町４丁目２番２８号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ヒューマントラスト 170-6021 東京都豊島区東池袋３－１－１ 役務の提供 人材派遣
ヒューマンリソシア株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 役務の提供 人材派遣
株式会社兵庫アクアテック 670-0083 兵庫県姫路市打越５０－１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
兵庫エフエム放送株式会社 650-8589 兵庫県神戸市中央区神戸市中央区波止場町５番４号 役務の提供 広告
兵庫紙パルプ株式会社 671-1242 兵庫県姫路市網干区浜田１３２０－１１ 役務の提供 資源回収
公益財団法人ひょうご環境創造協会 654-0037 兵庫県神戸市須磨区行平町３‐１‐１８ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社兵庫教育産業 675-1371 兵庫県小野市黒川町９１６‐５８ 文具・事務用機器類 教材
株式会社兵庫技研 652-0834 兵庫県神戸市兵庫区本町２丁目４番１１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社兵庫警備保障 652-0803 兵庫県神戸市兵庫区大開通３‐１‐３６　ＫＣビル２階 役務の提供 警備業務
兵庫県屋外広告美術協同組合 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通１‐１‐１８‐６０１カサベラ国際プラザビル６階 じゅう器類 幕・テント・看板
兵庫県貨物運送協同組合連合会 657-0043 兵庫県神戸市灘区大石東町２丁目４番２７号 役務の提供 その他運送
兵庫県環境サービス株式会社 675-0143 兵庫県加古郡播磨町宮北１‐２‐２７ 役務の提供 害虫駆除
一般財団法人兵庫県学校厚生会 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通４－７－３４ 役務の提供 その他役務
兵庫県漁業協同組合連合会 673-0883 兵庫県明石市中崎１－２－３ 燃料・動力類 石油
兵庫県警察信用組合 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通五丁目１番６号 役務の提供 広告
一般社団法人兵庫県警備業協会 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通６‐１‐１２ 役務の提供 その他役務
公益財団法人兵庫県健康財団 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町２丁目１番１２号 役務の提供 その他役務
一般社団法人兵庫県公共嘱託登記司法書士協会 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町２丁目２番３号 役務の提供 その他役務
兵庫県厚生農業協同組合連合会 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通１番地 役務の提供 その他役務
一般財団法人兵庫県交通安全協会 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目５‐１４ 役務の提供 その他役務
社会福祉法人兵庫県視覚障害者福祉協会 651-0062 兵庫県神戸市中央区坂口通２－１－１兵庫県福祉センター内 印刷類 その他印刷類
一般社団法人兵庫県指定自動車教習所協会 673-0856 兵庫県明石市西朝霧丘４番２３号 役務の提供 その他役務
兵庫県書店商業組合 660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通７－１６１ その他物品類 書籍
兵庫県森林組合連合会 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通５－５－１８ 役務の提供 森林整備
一般社団法人兵庫県自家用自動車協会連合会 658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町３３番地 役務の提供 その他役務
特定非営利活動法人兵庫県の水域の秩序ある利用を進める会 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜１－４６－１　西宮ボートパーク内 その他物品類 その他物品類
公益財団法人兵庫県予防医学協会 657-0846 兵庫県神戸市灘区岩屋北町一丁目８番１号 役務の提供 その他役務
兵庫県酪農農業協同組合 651-2124 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和１０５８　西神文化センター３階 農林水産業用品類 動物・飼料
兵庫県立大学生活協同組合 651-2197 兵庫県神戸市西区学園西町８丁目２‐１ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
一般社団法人兵庫県猟友会 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通６丁目３番２８号兵庫県中央労働センター内 役務の提供 その他役務
株式会社兵庫県臨床検査研究所 671-2224 兵庫県姫路市青山西５丁目６番２号 役務の提供 その他役務
兵庫県湾岸開発株式会社 653-0055 兵庫県神戸市長田区浪松町５‐１‐１９ 工事用材料類 砂利・砂・土
株式会社兵庫コンピューターセンター 675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津２５８－８ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社兵庫ジャーナル社 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通４丁目６‐１３ファインコート下山手６ｆ 印刷類 その他印刷類
兵庫スバル自動車株式会社 657-0845 兵庫県神戸市灘区岩屋中町２丁目２番７号 船舶・車両類 車両販売
兵庫セフティ株式会社 670-0983 兵庫県姫路市井ノ口３９６番地の８ 工事用材料類 道路保安用品
特定非営利活動法人兵庫セルプセンター 651-0062 兵庫県神戸市中央区坂口通２‐１‐１ 印刷類 活平版印刷
兵庫綜合警備株式会社 673-0016 兵庫県明石市松の内２丁目３番地の４ 役務の提供 警備業務
一般社団法人兵庫総合研究所 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通四丁目２番８号田嶋ビル５階 役務の提供 各種調査・研究
株式会社兵庫測機販売 679-4132 兵庫県たつの市誉田町福田１５０番地１ 理化学・計測機器類 計測機器
有限会社兵庫ソリューションテック 673-0005 兵庫県明石市小久保町２丁目１１－９－３１１ 一般機械器具設備類 電気設備
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兵庫造園土木株式会社 675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐３７‐３ 役務の提供 その他役務
株式会社兵庫蓄電池 653-0052 兵庫県神戸市長田区海運町８－６‐１４ 一般機械器具設備類 電気設備
有限会社兵庫つまり抜きセンター 677-0044 兵庫県西脇市上野４２８－２４ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ひょうごＴ２ 663-8204 兵庫県西宮市高松町７番３－８０２号 役務の提供 その他役務
兵庫ディスプレイ協同組合 651-2115 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府１２１－１ じゅう器類 幕・テント・看板
兵庫トヨタ自動車株式会社 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通４‐２‐１２ 船舶・車両類 車両販売
兵庫日産自動車株式会社 651-0075 兵庫県神戸市中央区北本町通５－２－２４ 船舶・車両類 車両販売
兵庫農機販売株式会社 651-2321 兵庫県神戸市西区神出町宝勢３２５４番地の１ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
兵庫古河電装株式会社 652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町二丁目１番地の２６ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社兵庫分析センター 671-1116 兵庫県姫路市広畑区正門通４－１０－８ 役務の提供 各種調査・研究
兵庫ベンダ工業株式会社 671-1242 兵庫県姫路市網干区浜田１５５５－１６ 役務の提供 イベント等企画
兵庫三菱自動車販売株式会社 651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町二丁目９番１号 船舶・車両類 車両販売
兵庫みらい農業協同組合 679-0188 兵庫県加西市玉野町１１５６‐１ 農林水産業用品類 肥料
兵庫明光販売株式会社 654-0072 兵庫県神戸市須磨区千守町１－５－３２－１０３ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
兵庫熔材株式会社 669-5261 兵庫県朝来市和田山町枚田２４４ 燃料・動力類 LPガス
兵庫リハビリ株式会社 662-0917 兵庫県西宮市与古道町６番１７号 医療・薬品類 医療機器
兵庫六甲農業協同組合 651-1313 兵庫県神戸市北区北区有野中町２丁目１２‐１３ 農林水産業用品類 植物
兵紙運輸株式会社 679-2123 兵庫県姫路市豊富町豊富２３６５番地３ 役務の提供 資源回収
兵神浄化有限会社 651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町２－１０－１４ 役務の提供 その他清掃
表示灯株式会社 541-0051 愛知県名古屋市中村区名駅４－２－１１ 役務の提供 広告
兵田印刷工芸株式会社 663-8136 兵庫県西宮市笠屋町３－１６ 印刷類 活平版印刷
株式会社日吉 523-8555 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地 医療・薬品類 工業用薬品
日和堂 679-2202 兵庫県神崎郡福崎町八千種３５８‐３ 役務の提供 森林整備
株式会社平岩 604-0907 京都府京都市中京区河原町通竹屋町上ル大文字町２４１番地 じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社平尾工務店 673-1311 兵庫県加東市天神３４１ リース・レンタル その他リース
平尾自動車工業株式会社 661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町２丁目７番１９号 船舶・車両類 車両販売
株式会社ヒラカワ 531-0077 大阪府大阪市北区大淀北１‐９‐５ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
有限会社平川産業 666-0022 兵庫県川西市下加茂１丁目２２番２２号 役務の提供 産業廃棄物処理
ヒラキ株式会社 651-2494 兵庫県神戸市西区岩岡町野中字福吉５５６ 百貨・日用品類 百貨
平木商会 655-0028 兵庫県神戸市垂水区宮本町１丁目２７ 百貨・日用品類 記章・バッジ
平瀬商事株式会社 660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町２－２１－８ 医療・薬品類 工業用薬品
株式会社ヒラタ 703-8530 岡山県岡山市中区平井１１６２番地の１ じゅう器類 ガス・厨房機器
ヒラタ印刷株式会社 657-0835 兵庫県神戸市灘区灘北通５－７－３ 印刷類 活平版印刷
有限会社平田装備 651-1212 兵庫県神戸市北区筑紫が丘３－１１－１ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
平戸梱包運送株式会社 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通２‐２‐１８ 役務の提供 その他運送
株式会社平野組 671-1102 兵庫県姫路市広畑区蒲田５－１７１５ 役務の提供 清掃業務（屋外）
有限会社平野興業 674-0053 兵庫県明石市大久保町松陰字源太池３０５番地の６ 役務の提供 その他清掃
株式会社平野商店 673-0892 兵庫県明石市本町１‐１１‐９ その他物品類 スポーツ用品
平野電気設備管理事務所 655-0006 兵庫県神戸市垂水区本多聞４丁目３番２１０‐１０３ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社平野ランドリー 652-0015 兵庫県神戸市兵庫区下祇園３１－８ 役務の提供 クリーニング
平林金属株式会社 700-0973 岡山県岡山市北区下中野３４７番地１０４ 役務の提供 資源回収
株式会社平元商会 577-0809 大阪府東大阪市永和３－１８－１５ 文具・事務用機器類 用紙
有限会社平康商会 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島３‐３４６ 役務の提供 資源回収
株式会社平山組 663-8231 兵庫県西宮市津門西口町３‐１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社平山商会 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通２‐１‐１６ 百貨・日用品類 記章・バッジ
株式会社ｈｉｒｏ－ａｓｓｉｓｔ 675-0112 兵庫県加古川市平岡町山之上６６１－１ 工事用材料類 管工事材料
廣岡屋商事株式会社 662-0916 兵庫県西宮市戸田町３－２９ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社広島デイリーシステムズ 728-0006 広島県三次市畠敷町９４７番地５ 農林水産業用品類 その他農林水産業用品類
ヒロセ株式会社 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町２－６－６ヒロセ平野町ビル 工事用材料類 鋼材
広瀬化学薬品株式会社 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町二丁目２番２号 理化学・計測機器類 理化学機器
ヒロセ文具店 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町３８ じゅう器類 家具
株式会社広田自動車 675-2101 兵庫県加西市繁昌町８１８－１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
広田ユニオン株式会社 536-0008 大阪府大阪市城東区関目四丁目３番１４号 役務の提供 その他運送
株式会社広築 671-1116 兵庫県姫路市広畑区正門通４‐１０‐１１ 工事用材料類 セメント2次製品
株式会社ビー・エイ・エス 552-0001 大阪府大阪市港区波除三丁目２番７号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ビー・エム・エル 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２１－３ 役務の提供 その他役務
株式会社ＢＩ　Ｇｒｏｕｐ 106-0045 東京都港区麻布十番１－１０－３　モンテプラザ麻布５０２ じゅう器類 その他じゅう器
株式会社ビーイージー 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原２丁目１４番４号ＭＦ新大阪ビル 医療・薬品類 医療機器
株式会社ＢＳＮアイネット 950-0916 新潟県新潟市中央区米山二丁目５番地１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ＢＳ西日本テック株式会社 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江１２８０ 工事用材料類 その他工事用材料類
株式会社ビーガル 261-7124 千葉県千葉市美浜区中瀬２‐６‐１　ＷＢＧマリブウエスト２４Ｆ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ビークルベース 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通４‐６‐１３ 印刷類 その他印刷類
株式会社ビーコンラーニングサービス 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目２番１号 役務の提供 人材派遣
株式会社ビート 221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目２３番２号 医療・薬品類 衛生材料
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株式会社ビート楽器 668-0031 兵庫県豊岡市大手町１‐１６ その他物品類 楽器
株式会社ビードリーム 604-0072 京都府京都市中京区油小路通竹屋町下ル橋本町４９４－１ 役務の提供 イベント等企画
株式会社ビーボーン 810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴２－１－１０ 役務の提供 その他役務
ビーム計画設計株式会社 500-8455 岐阜県岐阜市加納栄町通７丁目３０番地 役務の提供 その他役務
ビーワイディージャパン株式会社 221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町１０－３５ポートサイドダイヤビル５Ｆ 船舶・車両類 車両販売
株式会社ビィー・プランニング 662-0916 兵庫県西宮市戸田町５－１６西宮ビル９階 印刷類 活平版印刷
有限会社美化推進西山商店 655-0853 兵庫県神戸市垂水区つつじが丘１‐６‐１０ 役務の提供 産業廃棄物処理
ビクタス株式会社 658-0004 兵庫県神戸市東灘区本山町田辺字松尾谷２５１－２８ その他物品類 その他物品類
株式会社ビケンテクノ 564-0044 大阪府吹田市南金田２－１２－１ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社ビジネスサポート 461-0005 愛知県名古屋市東区東桜１－３－７ 役務の提供 その他役務
株式会社Ｖｉｓｉｏｎ．関西 669-2724 兵庫県丹波篠山市川北３５４番地 印刷類 軽印刷
株式会社ビジョンシステムズ 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町６－７ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社ビズリーチ 150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目１５番１号 役務の提供 広告
備前グリーンエネルギー株式会社 705-0022 岡山県備前市東片上３９番６ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ビット 540-6131 大阪府大阪市中央区城見２丁目１番６１号 一般機械器具設備類 電気設備
有限会社ビデオクラフト 650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町３‐２‐５ 役務の提供 イベント等企画
有限会社ビデオクリエイト 565-0824 大阪府吹田市山田西２‐８ 役務の提供 イベント等企画
株式会社ヴィナ 105-0003 東京都港区西新橋１－２０－１０ 百貨・日用品類 衣類
株式会社病院システム 171-0031 東京都豊島区目白２－１６－１９池袋若林ビル７階 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ＢＥＹＯＮＤ 659-0025 兵庫県芦屋市浜町２番６号シティプラザ芦屋１階 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社ビルサポート 546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津１丁目３２―２５ 百貨・日用品類 荒物雑貨
有限会社ビルペット 651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町３丁目３‐１７ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社ピーエーシーウエスト 531-0075 大阪府大阪市北区大淀南１丁目１０－２ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社ピーエスシー 105-0011 東京都港区芝公園二丁目２番１８号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社ピーエス三菱 104-8215 東京都中央区晴海２‐５‐２４ 工事用材料類 セメント2次製品
株式会社ピー・エス・ユー選挙設備センター 652-0046 兵庫県神戸市兵庫区上沢通７丁目２番５号 じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社Ｐ．Ｏ．Ｃ．　ｆｉｅｌｄ 565-0851 大阪府吹田市千里山西１丁目３８番１４号 役務の提供 その他役務
株式会社Ｐｅｅｋａｂｏｏ 651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通４丁目１－２３三宮ベンチャービル９１０号 役務の提供 イベント等企画
株式会社ＰＥＡＫ 107-0062 東京都港区南青山４－１７－１８　１－ａ 役務の提供 広告
株式会社ピージェイ 668-0013 兵庫県豊岡市中陰５２１‐３ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ピースマネジメント 444-0866 愛知県岡崎市明大寺町字仲ケ入５２番地スリーアイランド１０３ 役務の提供 その他役務
ＰｗＣアドバイザリー合同会社 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ＰＴＰ 160-0022 東京都新宿区新宿１丁目２３番１号 その他物品類 その他物品類
株式会社ピー・ディー・シー 536-0022 大阪府大阪市城東区永田３‐９‐２７ 文具・事務用機器類 用紙
株式会社ピーナッツ 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿１０９７－８ 役務の提供 その他電算業務
株式会社ＰＰＦパートナーズ 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋１－７－１７　イケガミノースハウス４階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ピープルソフトウェア株式会社 710-0055 岡山県倉敷市阿知１丁目７番２号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ピアサービス株式会社 673-0016 兵庫県明石市松の内１‐１‐２６ 役務の提供 建物保守・管理
株式会社ＰｉｘｅｌＥｎｇｉｎｅ 606-8215 京都府京都市左京区田中上玄京町４７番地 役務の提供 その他役務
ピツニーボウズジャパン株式会社 140-0001 東京都品川区北品川４－７－３５御殿山トラストタワー 文具・事務用機器類 その他文具・事務用機器
株式会社フード・デリ 421-0216 静岡県焼津市下江留１００１番地の１ その他物品類 その他物品類
ファースト株式会社 658-0042 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町１８－１８ 役務の提供 資源回収
有限会社ファーストサプライ 670-0837 兵庫県姫路市宮西町４丁目１番地 医療・薬品類 工業用薬品
ファーストリネンサービス株式会社 654-0154 兵庫県神戸市須磨区中落合２‐２‐５ 役務の提供 クリーニング
株式会社ファイセル 169-0075 東京都新宿区高田馬場一丁目３１番１８号 役務の提供 その他役務
株式会社ファイブドライブ 101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目４番地 役務の提供 その他電算業務
株式会社ファイン 611-0033 京都府宇治市大久保町旦椋９４－１ 役務の提供 その他役務
株式会社ファインシステム 675-0063 兵庫県加古川市加古川町平野１８５－１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ファタ 814-0012 福岡県福岡市早良区昭代３－１１－２８辻野ビル１Ｆ 百貨・日用品類 その他記念品・日用品類
株式会社ファルコバイオシステムズ 604-0911 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町３４６番地 役務の提供 その他役務
株式会社ＦｕｎＭａｋｅ 530-0011 大阪府大阪市北区大深町３ー１　グランフロント大阪北館７階Ｋ７０８ 役務の提供 広告
株式会社フィスメック 101-0047 東京都千代田区内神田２－１５－９ 役務の提供 その他役務
株式会社フィットワークス 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島６丁目１１番２５号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社フィフティ・ヴィジョナリー 260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町１２１６－６４ 医療・薬品類 衛生材料
株式会社フィリップス・ジャパン 108-8507 東京都港区港南二丁目１３番３７号　フィリップスビル 医療・薬品類 医療機器
株式会社風光社 542-0064 大阪府大阪市中央区上汐１－４－８ その他物品類 その他物品類
株式会社Ｆａｉｒ　Ｍｅｄｉｃａｌ 270-1456 千葉県柏市泉１２１５ 医療・薬品類 医療機器
株式会社フェアウェイ 530-0016 大阪府大阪市北区中崎三丁目２番８号 役務の提供 イベント等企画
株式会社フォー 182-0026 東京都調布市小島町三丁目６９番地１４ 印刷類 特殊印刷
株式会社フォーカスシステムズ 141-0022 東京都品川区東五反田２－７－８　フォーカス五反田ビル 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社フォーラムジャパン 101-0052 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番 役務の提供 人材派遣
株式会社フォルテ森林技術経営研究所 520-0046 滋賀県大津市長等二丁目８番４０－５０２号 役務の提供 各種調査・研究
有限会社深尾造園 669-1132 兵庫県西宮市名塩南台一丁目２番地の７ 役務の提供 その他役務
深瀬電気設備管理事務所 673-0853 兵庫県明石市朝霧山手町４‐２０ 役務の提供 設備保守・管理
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深瀬電気設備管理事務所 671-2552 兵庫県宍粟市山崎町段２０１‐７ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社フカダ 547-0042 大阪府大阪市平野区平野市町２‐２‐１４ 工事用材料類 道路保安用品
福井建設株式会社 667-0113 兵庫県養父市薮崎１６６ 工事用材料類 仮設建物
福井コンピュータ株式会社 910-0297 福井県坂井市丸岡町磯部福庄第５号６番地 文具・事務用機器類 その他文具・事務用機器
有限会社福井浄水工業所 665-0046 兵庫県宝塚市福井町２０－２３ 役務の提供 その他清掃
株式会社福井タイヤ商会 670-0836 兵庫県姫路市神屋町六丁目７２番地 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社福栄商会 672-8016 兵庫県姫路市木場１４２０ 燃料・動力類 石油
福崎電業株式会社 679-2205 兵庫県神崎郡福崎町東田原１２０１‐１ 役務の提供 設備保守・管理
福澤電気設備管理事務所 672-8092 兵庫県姫路市飾磨区英賀春日町二丁目３番地の３ 役務の提供 設備保守・管理
フクシマガリレイ株式会社 653-0015 大阪府大阪市西淀川区竹島２丁目６－１８ じゅう器類 ガス・厨房機器
株式会社福島製作所 960-8054 福島県福島市三河北町９番８０号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社フクショー 543-0072 大阪府大阪市天王寺区生玉前町３番２５号 役務の提供 資源回収
有限会社福商リサイクル 581-0852 大阪府八尾市西高安町五丁目３２－４ 役務の提供 資源回収
株式会社福住 652-0813 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町１－４－２６ 役務の提供 その他運送
有限会社福田建機 689-1122 鳥取県鳥取市船木１２６‐２ 船舶・車両類 車両販売
福田印刷工業株式会社 658-0026 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町４丁目６番３号 印刷類 活平版印刷
フクダ電子兵庫販売株式会社 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町６丁目５番３号 医療・薬品類 医療機器
福田白衣株式会社 604-0905 京都府京都市中京区新烏丸通竹屋町下る梅之木町１３６番地 百貨・日用品類 衣類
福田屋石油株式会社 667-0044 兵庫県養父市八鹿町国木２２５番地 燃料・動力類 石油
フクダライフテック兵庫株式会社 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町６丁目５番３号 リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
福永自動車 672-8072 兵庫県姫路市飾磨区蓼野町１５４ 船舶・車両類 車両部品及び修理
福西鋳物株式会社 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４－２５－１７ 工事用材料類 管工事材料
有限会社福原自動車 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋６７１‐６ 船舶・車両類 車両販売
株式会社福山コンサルタント 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－１８ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社福山臨床検査センター 720-0831 広島県福山市草戸町１丁目２３番地２１号 役務の提供 各種調査・研究
フクユ観光バス株式会社 664-0027 兵庫県伊丹市池尻３－２２４－３ 役務の提供 旅客運送
福良警備保障株式会社 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲１５２９－１３ 役務の提供 警備業務
富国工業株式会社 651-1505 兵庫県神戸市北区道場町日下部３００番地 工事用材料類 道路保安用品
富国合成塗料株式会社 652-0816 兵庫県神戸市兵庫区永沢町３丁目７番１９号 工事用材料類 道路保安用品
株式会社伏見工芸 612-8009 京都府京都市伏見区桃山町見附町１１番地 役務の提供 イベント等企画
伏見屋砿油株式会社 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永字小川原１４７－３ 燃料・動力類 石油
有限会社伏見屋商店 679-4172 兵庫県たつの市上川原７９ その他物品類 書籍
株式会社ふじ 669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷４‐５ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社藤井 656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田３６９‐３ 一般機械器具設備類 消防機器
フジイ環境整備株式会社 673-1475 兵庫県加東市吉馬１８４０－２ 役務の提供 産業廃棄物処理
藤井商事株式会社 656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田３１０－１ 燃料・動力類 石油
藤井電気株式会社 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺６１４－１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社藤井デンキ 673-1431 兵庫県加東市社１７３８‐５６ 一般機械器具設備類 家電製品
藤井電気設備管理事務所 674-0057 兵庫県明石市明石市大久保町高丘７丁目３０－３５ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ふじい百貨 671-1234 兵庫県姫路市網干区新在家１２９６‐１ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社藤井ポンプ製作所 670-0808 兵庫県姫路市白国２‐１３‐１ 船舶・車両類 その他車両類
富士エンタープライズ株式会社 103-0004 東京都中央区東日本橋２－１６－４ 一般機械器具設備類 工作機器
フジオックス株式会社 116-0013 東京都荒川区西日暮里１－１９－９ 医療・薬品類 工業用薬品
不二化学薬品株式会社 530-0044 大阪府大阪市北区東天満２－６－１１ 医療・薬品類 工業用薬品
藤川電気設備管理事務所 662-0065 兵庫県西宮市殿山町９番１号 役務の提供 設備保守・管理
富士ガード株式会社 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田１６７５－３ 役務の提供 警備業務
富士機工株式会社 671-1121 兵庫県姫路市広畑区東新町３丁目１１９‐１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社富士クリーン 761-2204 香川県綾歌郡綾川町山田下２９９４番地１ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社富士広告社 670-0973 兵庫県姫路市亀山１丁目１６－４ 役務の提供 広告
富士高速印刷株式会社 679-4232 兵庫県姫路市林田町上伊勢９６２‐３ 印刷類 活平版印刷
富士コンピュータ株式会社 675-0034 兵庫県加古川市加古川町稲屋７９０‐１ 役務の提供 その他役務
有限会社富士サービスセンター 651-2124 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字合木８０７番地１ 役務の提供 人材派遣
藤定運輸株式会社 652-0866 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町５‐８ 役務の提供 産業廃棄物処理
不二サッシ株式会社 212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田１丁目１‐２ 工事用材料類 アルミサッシ
株式会社藤澤石油店 656-1711 兵庫県淡路市富島１９５６ 燃料・動力類 石油
富士産業株式会社 105-0004 東京都港区新橋５－３２－７ 役務の提供 その他役務
ふじ産業株式会社 563-0034 大阪府池田市空港２丁目３６８番地 役務の提供 産業廃棄物処理
富士産業株式会社 559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北２‐１‐１０ リース・レンタル その他リース
富士シーアール住建株式会社 654-0053 兵庫県神戸市須磨区天神町２－２－２４ 工事用材料類 木材
富士商会 676-0036 兵庫県高砂市高砂町高瀬町１５６５ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社富士商会 670-0992 兵庫県姫路市福沢町８２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社富士自動車整備工場 656-0014 兵庫県洲本市桑間１９１－１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
富士綜合警備保障株式会社 680-0912 鳥取県鳥取市商栄町４０５番地１ 役務の提供 警備業務
富士装飾株式会社 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘５－３５－２２ 百貨・日用品類 その他記念品・日用品類
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富士ソフト株式会社 231-8008 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
富士ソフトサービスビューロ株式会社 130-0022 東京都墨田区江東橋２‐１９‐７ 役務の提供 人材派遣
有限会社フジタ 667-0022 兵庫県養父市八鹿町下網場４２５‐１ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社Ｆｕｊｉｔａｋａ 600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町６０６番地　三旺京都駅前ビル７階 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
藤田工業株式会社 679-4221 兵庫県姫路市林田町林谷５９１‐２ 役務の提供 資源回収
藤田酸素工業株式会社 652-0823 兵庫県神戸市兵庫区東出町二丁目９－１ 燃料・動力類 高圧ガス
有限会社藤田商店 651-0094 兵庫県神戸市中央区琴緒町３‐３‐５‐３２ 百貨・日用品類 荒物雑貨
有限会社藤田設備 672-8079 兵庫県姫路市飾磨区今在家１０１３ー８ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社藤田電機工業所 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田７１２‐１０ 一般機械器具設備類 電気設備
有限会社藤田電気水道工事 679-1111 兵庫県多可郡多可町中区鍛冶屋４２９ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社富士ダイナミクス 153-0042 東京都目黒区青葉台１－２８－９ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
フジ地中情報株式会社 108-0022 東京都港区海岸３－２０－２０ 役務の提供 各種調査・研究
富士通株式会社 211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
富士通エフ・オー・エム株式会社 105-6891 東京都港区海岸一丁目１６番１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社富士通エフサス 211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
富士通コワーコ株式会社 211-0041 神奈川県川崎市中原区下小田中二丁目１２番５号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
富士通Ｊａｐａｎ株式会社 105-7123 東京都港区東新橋１－５－２ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社富士通ゼネラル 213-8502 神奈川県川崎市高津区末長３丁目３番１７号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社富士通総研 144-8588 東京都大田区新蒲田１―１７―２５ 役務の提供 各種調査・研究
富士通ネットワークソリューションズ株式会社 212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町１－５ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
富士通フロンテック株式会社 206-8555 東京都稲城市矢野口１７７６番地 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社富士通マーケティング・オフィスサービス 108-6207 東京都港区港南二丁目１５番３号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社富士通ラーニングメディア 144-0054 東京都大田区新蒲田１－１７－２５ 役務の提供 その他役務
富士通リース株式会社 101-0022 東京都千代田区神田練塀町３番地 リース・レンタル リース（事務機器）
フジテクノ有限会社 708-1113 岡山県津山市田熊１７８６番地の３ 役務の提供 その他役務
フジテック株式会社 108-8307 東京都港区白金１－１７－３ 役務の提供 設備保守・管理
富士テレコム株式会社 163-1326 東京都新宿区西新宿６－５－１ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
フジ展装 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１８１番地４５号 じゅう器類 幕・テント・看板
フジデノロ株式会社 485-0053 愛知県小牧市多気南町３６１番地１ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
富士電機株式会社 141-0032 東京都品川区大崎１丁目１１番２号 一般機械器具設備類 電気設備
富士電機ＩＴソリューション株式会社 101-0021 東京都千代田区外神田６－１５－１２ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
不二電気工事株式会社 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘６‐２４‐１６ 一般機械器具設備類 電気設備
不二熱学サービス株式会社 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２－１－３ 役務の提供 建物保守・管理
藤野電気設備管理事務所 651-1103 兵庫県神戸市北区中里町１丁目８番地の１５６ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社藤橋商店 671-1261 兵庫県姫路市余部区下余部６４３ 農林水産業用品類 動物・飼料
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 141-0031 東京都品川区西五反田三丁目６番３０号 印刷類 その他印刷類
富士フイルム医療ソリューションズ株式会社 106-0031 東京都港区西麻布２丁目２６番３０号 医療・薬品類 その他医療・薬品類
富士フイルムシステムサービス株式会社 174-0043 東京都板橋区坂下１丁目１９番１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 107-0052 東京都港区赤坂９‐７‐３ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 135-0061 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
富士フイルムヘルスケア株式会社 277-0804 千葉県柏市新十余二２番地１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
富士フイルムメディカル株式会社 106-0031 東京都港区西麻布２－２６－３０ 医療・薬品類 医療機器
富士フイルム和光純薬株式会社 540-8605 大阪府大阪市中央区道修町三丁目１番２号 医療・薬品類 その他医療・薬品類
富士プレート株式会社 675-0163 兵庫県加古郡播磨町古宮７丁目７番６号 印刷類 特殊印刷
有限会社フジ防災 670-0971 兵庫県姫路市西延末７３－１ 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社フジマック 106-0047 東京都港区南麻布１丁目７番２３号 じゅう器類 ガス・厨房機器
株式会社藤光商会 652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町３－２－２ じゅう器類 家具
株式会社藤村電工 656-0332 兵庫県南あわじ市湊２６９番地の８ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社富士メディカルサービス 123-0863 東京都足立区谷在家１－１９－７ー４０６ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
藤本印刷株式会社 669-2437 兵庫県丹波篠山市糯ケ坪甲８番地の１ 印刷類 活平版印刷
藤本石油株式会社 669-5102 兵庫県朝来市山東町大垣４１番地 燃料・動力類 石油
藤本電機株式会社 679-1131 兵庫県多可郡多可町中区曽我井８８５ 一般機械器具設備類 電気設備
藤本電気管理事務所 679-2151 兵庫県姫路市香寺町香呂６８７番地１７０ 役務の提供 設備保守・管理
藤森電気設備管理事務所 669-2151 兵庫県丹波篠山市今田町今田３５９ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社フジヤ 604-0076 京都府京都市中京区東堀川通丸太町下ル７‐４ 役務の提供 イベント等企画
株式会社フジヤ號 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０５５番地 文具・事務用機器類 文具・事務用品
有限会社フジヤデンキ 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松２５０‐１ 一般機械器具設備類 家電製品
冨士吉田石油株式会社 656-0026 兵庫県洲本市栄町１－１－１７ 燃料・動力類 石油
株式会社フジワラ 671-2214 兵庫県姫路市西夢前台１丁目５６番地 一般機械器具設備類 家電製品
藤原印刷所 669-5251 兵庫県朝来市和田山町栄町１４－１ 印刷類 活平版印刷
藤原化工株式会社 654-0038 兵庫県神戸市須磨区青葉町４－１－１ 百貨・日用品類 ゴム・革製品
有限会社フジワラ楽器 655-0006 兵庫県神戸市垂水区本多聞２－８－２ その他物品類 楽器
株式会社藤原広告 653-0045 兵庫県神戸市長田区駒ヶ林南町１７－５ 印刷類 活平版印刷
藤原産業株式会社 677-0055 兵庫県西脇市高松町３５２ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
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商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
株式会社藤原住設 673-1311 兵庫県加東市天神字川ノ上１３９ー１ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社藤原造園土木 675-1304 兵庫県小野市中谷町１２８２－１ 役務の提供 森林整備
藤原電気設備管理事務所 651-2277 兵庫県神戸市西区美賀多台４丁目２０番地の１４ 役務の提供 設備保守・管理
藤原電気設備管理事務所 669-3111 兵庫県丹波市山南町阿草９０番地 役務の提供 設備保守・管理
有限会社藤原モータース 671-2103 兵庫県姫路市夢前町前之庄２００７－５ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社フソウ 761-8551 香川県高松市郷東町７９２番地８ 工事用材料類 管工事材料
株式会社扶桑興業 669-6831 兵庫県美方郡新温泉町竹田６１６番地の５ 役務の提供 森林整備
扶桑電機工業株式会社 673-0028 兵庫県明石市硯町３‐４‐２ 一般機械器具設備類 電気設備
扶桑電通株式会社 104-0045 東京都中央区築地５‐４‐１８ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社二木商店 679-4221 兵庫県姫路市林田町林谷５７４－３ 燃料・動力類 石油
株式会社双葉 669-3572 兵庫県丹波市氷上町谷村８９７－１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社双葉化学商会 662-0978 兵庫県西宮市産所町１４番６号 役務の提供 警備業務
有限会社フタバクリーニング 651-0075 兵庫県神戸市中央区北本町通５丁目１‐４ 役務の提供 クリーニング
株式会社フタバサービス 651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通５‐１‐５ 役務の提供 清掃業務（建物）
双葉電気通信株式会社 530-0035 大阪府大阪市北区同心２－３－１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社復建エンジニヤリング 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町１－１１－１２ 役務の提供 その他役務
株式会社船井総合研究所 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目４番１０号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社船造工具 673-1463 兵庫県加東市梶原３９４‐３２ 一般機械器具設備類 工作機器
株式会社船引商店 679-4161 兵庫県たつの市龍野町日山６２－３ 燃料・動力類 LPガス
フミオ工業株式会社 668-0051 兵庫県豊岡市豊岡市九日市上町８１７番地の４ その他物品類 その他物品類
株式会社フューチャーイン 464-8567 愛知県名古屋市千種区内山２‐６‐２２ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社扶洋 556-0004 大阪府大阪市浪速区日本橋西１－８－１７ 一般機械器具設備類 電気設備
芙蓉総合リース株式会社 102-0083 東京都千代田区麹町５丁目１番地１ リース・レンタル リース（事務機器）
フリーダムネットワークス株式会社 656-0025 兵庫県洲本市洲本市海岸通２－７－６ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
古河産機システムズ株式会社 100-8370 東京都千代田区大手町二丁目６番４号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
古河電工ビジネス＆ライフサポート株式会社 101-0054 東京都千代田区神田錦町１丁目８番地９ＮＦ神田ビル 役務の提供 人材派遣
株式会社フルキャスト 141-0031 東京都品川区西五反田八丁目９番５号 役務の提供 人材派遣
有限会社フルゴ 671-2533 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢１０９７－１ 百貨・日用品類 衣類
フルタニシステム株式会社 661-0976 兵庫県尼崎市潮江２－１８－１５ 役務の提供 その他電算業務
フルノ関西販売株式会社 650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町１丁目５番地の２ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
古野電気株式会社 662-8580 兵庫県西宮市芦原町９‐５２ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社フレックス 662-0947 兵庫県西宮市宮前町８－３６ 役務の提供 その他清掃
Ｆｒｉｅｎｄｓやまと 656-1711 兵庫県淡路市富島１２７５ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社フロンティア・フィールド 100-0011 東京都千代田区内幸町１－１－１ 役務の提供 その他役務
株式会社フロンティアインターナショナル 150-0002 東京都渋谷区渋谷３－３－５ＮＢＦ渋谷イースト 役務の提供 イベント等企画
有限会社フロンティアシステム 653-0055 兵庫県神戸市長田区浪松町三丁目２番２４号 役務の提供 警備業務
株式会社ＦＲＯＮＴＥＯ 108-0075 東京都港区港南二丁目１２番２３号 役務の提供 その他役務
株式会社Ｂｏｏｔｈ 666-0024 兵庫県川西市久代３－２９－２６ 役務の提供 広告
ブースト株式会社 530-0011 大阪府大阪市北区大深町３番１号グランフロント大阪北館８階Ｋ８１４ 役務の提供 広告
株式会社ＶＩＣインターナショナル 190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡２－１－２ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社Ｖ－Ｐｏｗｅｒ 140-0002 東京都品川区東品川三丁目６番５号 燃料・動力類 電力
武翔総合管理 176-0012 東京都練馬区豊玉北４－１１－７ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社ブックスサンテラス 673-0521 兵庫県三木市志染町青山５丁目２２‐１３ その他物品類 書籍
株式会社武徳 670-0936 兵庫県姫路市古二階町１１０番地 役務の提供 警備業務
株式会社武揚堂 103-0027 東京都中央区日本橋３－８－１６ 印刷類 地図
ブライトキャスト株式会社 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４－１－４６　新大阪北ビル 役務の提供 人材派遣
株式会社ブリッジコーポレーション 604-8161 京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５‐３ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ブルームビルド株式会社 981-3628 宮城県黒川郡大和町杜の丘三丁目２番地の６ 役務の提供 その他運送
有限会社ブルドックエンジニアリング 670-0086 兵庫県姫路市田寺４－５－１５ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ブレイブ 163-0630 東京都新宿区西新宿１－２５－１新宿センタービル３０Ｆ 役務の提供 人材派遣
株式会社ブレイン 677-0033 兵庫県西脇市鹿野町１３５２ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
有限会社ブレイン 652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町３－２－２－２０１ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
弁護士法人ブレインハート法律事務所 100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号　新国際ビル４階 役務の提供 その他役務
株式会社ブレインファーム 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀１－６－２　肥後橋ルーセントビル４階 役務の提供 その他役務
株式会社ブレインワークス 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町１‐４‐９　ワコーレ神戸三宮ビル５Ｆ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ブロードリンク 103-0022 東京都中央区日本橋室町４丁目３番１８号 役務の提供 資源回収
株式会社ブンカ 536-0001 大阪府大阪市城東区古市１－１５－８ 印刷類 活平版印刷
一般社団法人文化財科学研究センター 632-0073 奈良県天理市田町４４７番地 役務の提供 各種調査・研究
株式会社文化財サービス 612-8372 京都府京都市伏見区北端町５８番地 役務の提供 その他役務
文化財調査コンサルタント株式会社 690-0822 島根県松江市下東川津町１３１番地 役務の提供 各種調査・研究
文化シヤッター株式会社 113-8535 東京都文京区西片１－１７－３ 工事用材料類 その他工事用材料類
文化シヤッターサービス株式会社 170-0001 東京都豊島区西巣鴨四丁目１４番５号 役務の提供 建物保守・管理
株式会社文化設備 670-0841 兵庫県姫路市城東町１０４‐３ 役務の提供 その他清掃
株式会社文化堂 670-0922 兵庫県姫路市二階町２６番地 その他物品類 楽器
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株式会社文化放送キャリアパートナーズ 105-0013 東京都港区海岸１－１１－１ニューピア竹芝ノースタワー１６階 役務の提供 広告
株式会社文学館 561-0881 大阪府豊中市中桜塚２‐１８‐５ その他物品類 書籍
有限会社ぶんぐよしだ 673-1431 兵庫県加東市社１７３８‐８０ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社文好堂 653-0014 兵庫県神戸市長田区御蔵通６丁目５０ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社文祥堂 104-0061 東京都中央区銀座三丁目４番１２号 じゅう器類 家具
株式会社プチスポーツ 602-8376 京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町９９ その他物品類 スポーツ用品
株式会社ププルインターナショナル 105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目２番５号 リース・レンタル その他リース
株式会社プラグイン 550-0011 大阪府１－１３－１３ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
プラス株式会社 105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目１番２８号 じゅう器類 家具
株式会社プラスパーサービス 671-1255 兵庫県姫路市網干区垣内南町２６４の５ 役務の提供 設備保守・管理
プラスワン株式会社 666-0033 兵庫県川西市栄町２５番１号アステ川西５階 役務の提供 警備業務
有限会社プランドゥー 665-0051 兵庫県宝塚市高司２－１５－８ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社プランニングオフィス・トライ 651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目２－５ 印刷類 活平版印刷
株式会社プランニングキュービック 530-0043 大阪府大阪市北区天満１丁目１６番７号 百貨・日用品類 記念品・贈答品
株式会社プランニングネットワーク 114-0012 東京都北区田端新町３－１４－６ 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社プリテック 669-2333 兵庫県丹波篠山市南新町６７番地の１ 印刷類 活平版印刷
株式会社プリンティング園田 661-0984 兵庫県尼崎市御園２‐２‐３５ 印刷類 活平版印刷
株式会社ＰＬＡＹ　ＨＯＯＰ 661-0025 兵庫県尼崎市立花町２‐１－７ その他物品類 スポーツ用品
株式会社プレック研究所 102-0083 東京都千代田区麹町３－７－６ 役務の提供 各種調査・研究
合同会社プレミア 590-0048 大阪府堺市堺区一条通１１－１６ 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
プレンティグローバルリンクス株式会社 617-0006 京都府向日市上植野町伴田１０番地 役務の提供 その他電算業務
株式会社プロ・サポート 545-0011 大阪府大阪市阿倍野区昭和町１－２－７ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社プロアクティブ 650-0034 兵庫県神戸市中央区京町８３三宮センチュリービル３階 役務の提供 イベント等企画
株式会社プロシード 671-0248 兵庫県姫路市四郷町山脇１０６－１ 印刷類 活平版印刷
株式会社プロジェクト 106-0032 東京都港区六本木二丁目２番８号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社プロスパー・コーポレーション 530-0047 大阪府大阪市北区西天満５丁目１３番３号　高橋ビル北３号館３Ｆ 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
株式会社Ｐｒｏｐ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 670-0973 兵庫県姫路市亀山１丁目１００－７ 役務の提供 その他電算業務
プロップテック株式会社 102-0074 東京都千代田区九段南２－４－１６　 役務の提供 各種調査・研究
株式会社プロテクトＪ 402-0056 山梨県都留市つる４－１－１６ その他物品類 その他物品類
有限会社プロデュースオーアイ 670-0966 兵庫県姫路市延末３１９番地 役務の提供 イベント等企画
有限会社プロニーズ 660-0055 兵庫県尼崎市稲葉元町３‐１‐１３ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社Ｐｒｏｂｌｅｍ　Ｓｏｌｖｉｎｇ 658-0022 兵庫県神戸市東灘区深江南町１－１－６４ 百貨・日用品類 衣類
株式会社プロミック 652-0802 兵庫県神戸市兵庫区水木通１０丁目２番３１号 印刷類 軽印刷
プロメディカル株式会社 920-0025 石川県金沢市駅西本町１丁目１－３３ 医療・薬品類 医療機器
株式会社プロモ 530-0047 大阪府大阪市北区西天満２‐６‐８　堂島ビル４Ｆ 役務の提供 広告
株式会社平成緑化 665-0823 兵庫県宝塚市安倉南１－１８－１８ 役務の提供 その他役務
平和興業株式会社 559-0007 大阪府大阪市住之江区粉浜西１‐２‐６ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社平和堂運動具店 670-0922 兵庫県姫路市二階町６７ その他物品類 スポーツ用品
株式会社ヘッズ 530-0022 大阪府大阪市北区浪花町１２‐２４ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ヘブロン 653-0037 兵庫県神戸市長田区大橋町２丁目１番１５号北村ビル３０２号 役務の提供 産業廃棄物処理
ヘルスケアテクノロジーズ株式会社 105-0014 東京都港区芝２丁目２８番８号 役務の提供 その他役務
ヘルスケアトータルソリューションズ株式会社 173-0004 東京都板橋区板橋１－６－５ヒルサイドビル２Ｆ 役務の提供 その他役務
ＨＥＮＮＧＥ株式会社 150-0036 東京都渋谷区南平台町１６番２８号 役務の提供 その他電算業務
ベアメディア 462-0021 愛知県名古屋市北区成願寺１－６ザシーン城北アストロタワー２３０２ 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
株式会社ベイエリア 651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通４－２－１３ 役務の提供 イベント等企画
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 108-0022 東京都港区海岸三丁目２０番２０号ヨコソーレインボータワー 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ベクトル 107-0052 東京都港区赤坂４丁目１５番１号赤坂ガーデンシティ１８階 役務の提供 広告
株式会社ベストインシュアランス 650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町９４－２ 役務の提供 その他役務
株式会社ベスト電器 812-0044 福岡県福岡市博多区千代６丁目２番３３号 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社ベネスト 650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通４－１－２０ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ベネッセコーポレーション 700-8686 岡山県岡山市北区南方三丁目７番１７号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ベネフィット・ワン 100-0004 東京都千代田区大手町二丁目６番２号 役務の提供 その他役務
株式会社ベビーカレンダー 151-0053 東京都東京都渋谷区代々木１－３８－２ミヤタビルディング１０階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
別府タクシー株式会社 675-0125 兵庫県加古川市別府町西脇２丁目６番地 役務の提供 その他役務
株式会社ベル 677-0015 兵庫県西脇市西脇２８２‐１４ 役務の提供 警備業務
有限会社ベルウェイ 679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正１９５‐１ リース・レンタル その他リース
株式会社ベルシステム２４ 105-6906 東京都港区虎ノ門４－１－１ 役務の提供 その他役務
株式会社ベンハウス 670-0952 兵庫県姫路市南条６３７ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社ページワンスタジオ 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目１２－１センショービル 役務の提供 その他電算業務
有限会社ペック 651-1423 兵庫県神戸市北区大沢町日西原１４８０ 役務の提供 清掃業務（建物）
ペンタフ株式会社 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１－７－１０ 役務の提供 その他役務
ホーチキ株式会社 141-8660 東京都品川区上大崎２‐１０‐４３ 一般機械器具設備類 消防機器
ホーチキサービス株式会社 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀２‐３‐２１ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ホープ 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江４‐１６‐７ 役務の提供 清掃業務（建物）
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ホームレスキュー株式会社 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島６－８－５ＮＬＣ新大阪スカイビル６０３ 役務の提供 害虫駆除
ＨＯＹＡ株式会社 160-8347 東京都新宿区西新宿６－１０－１日土地西新宿ビル２０Ｆ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ホーユー 730-0843 広島県広島市中区舟入本町１７番１号 役務の提供 その他役務
株式会社ホーユウ 556-0013 大阪府大阪市浪速区戎本町２－３－１８ 医療・薬品類 医療機器
株式会社保安企画 501-6303 岐阜県羽島市舟橋町本町５丁目３２番地 じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社邦栄堂 675-2213 兵庫県加西市西笠原町７６６ 印刷類 活平版印刷
株式会社法研 104-8104 東京都中央区銀座１‐１０‐１ 役務の提供 その他役務
株式会社法研関西 530-0045 大阪府大阪市北区天神西町８番１９号 役務の提供 その他役務
放香堂分店 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通５－４－１１ その他物品類 嗜好品
豊国エンジニアリング 739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇６４００番地４ 役務の提供 設備保守・管理
豊国工業株式会社 739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇６４００‐３ 工事用材料類 鋼材
豊國産業株式会社 673-0891 兵庫県明石市大明石町１‐２‐３３ 工事用材料類 その他工事用材料類
株式会社豊国昭和起重機製作所 557-0062 大阪府大阪市西成区津守３丁目３番１号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社報国堂 620-0035 京都府福知山市字内記７２－１ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
宝扇商事株式会社 770-0866 徳島県徳島市末広１丁目５番５５号 燃料・動力類 石油
株式会社放送映画製作所 530-8304 大阪府大阪市北区茶屋町１７番１号 役務の提供 広告
ホームデコレーションアベニュー 666-0121 兵庫県川西市平野３丁目２‐５　イワオビル８番館１０２ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
株式会社鳳山 672-8085 兵庫県姫路市飾磨区中浜町２丁目８１番地２ 役務の提供 資源回収
株式会社豊洋商会 670-0824 兵庫県姫路市京町１丁目２７８番地の２ 船舶・車両類 車両部品及び修理
有限会社豊和 660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町１－２－３　クレスト武庫川１０２ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社豊和 661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺２－２１－３２ その他物品類 その他物品類
株式会社ホウワ 639-1115 奈良県大和郡山市横田町５９５番地の１ 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社ホカリ 662-0863 兵庫県西宮市室川町４－２０－３０２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社北欧 651-1123 兵庫県神戸市北区ひよどり台２丁目１－２ 印刷類 活平版印刷
株式会社北神 657-0862 兵庫県神戸市灘区浜田町１‐１‐２２ 役務の提供 産業廃棄物処理
北辰映電株式会社 730-0014 広島県広島市中区上幟町８番３９号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社ホクシンメディカル 658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中６‐９ 医療・薬品類 医療機器
北勢工業株式会社 577-0815 大阪府東大阪市金物町２番１４号 工事用材料類 鋼材
株式会社北星社 668-0061 兵庫県豊岡市上佐野１６２０ 印刷類 活平版印刷
株式会社北摂環境センター 669-1353 兵庫県三田市東山１１４２番地１ 役務の提供 その他清掃
北摂クリーンサービス株式会社 666-0121 兵庫県川西市平野３－２－１１ 役務の提供 産業廃棄物処理
北但自動車株式会社 668-0057 兵庫県豊岡市弥栄町１－２８ 船舶・車両類 車両部品及び修理
北但西部森林組合 667-1367 兵庫県美方郡香美町村岡区和田２３３番地の１ 役務の提供 森林整備
株式会社ホクト 669-5261 兵庫県朝来市和田山町枚田６６９－１ 役務の提供 森林整備
株式会社北斗エス・イー・シー 514-0061 三重県津市一身田上津部田３０１６番地 役務の提供 各種調査・研究
有限会社ホクト産業 669-6433 兵庫県美方郡香美町香住区沖浦５１４‐５ 船舶・車両類 船舶部品及び修理
株式会社北陽オートドアサービス 532-0033 大阪府大阪市淀川区新高六丁目１４番５８号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社保健科学研究所 240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町１０６ 役務の提供 その他役務
ほけんし株式会社 110-0005 東京都台東区上野３－１８－１３ 役務の提供 その他役務
株式会社星医療酸器関西 576-0041 大阪府交野市私部西５－３２－２５ 燃料・動力類 高圧ガス
ホシザキ阪神株式会社 532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東３‐１‐３４ じゅう器類 ガス・厨房機器
ホスキンメディカル株式会社 592-0005 大阪府高石市千代田５－２－２ 医療・薬品類 医療機器
細川電気設備管理事務所 651-1212 兵庫県神戸市北区筑紫が丘５丁目７番３号 役務の提供 設備保守・管理
細田電気設備管理事務所 665-0825 兵庫県宝塚市安倉西２‐２‐１４ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社ホソノテック 679-4211 兵庫県姫路市林田町六九谷９６６－１ 役務の提供 その他役務
細見電気管理事務所 669-5212 兵庫県朝来市和田山町柳原１８０ 役務の提供 設備保守・管理
北海道地図株式会社 070-8071 北海道旭川市台場１条２‐１‐６ 印刷類 地図
有限会社ほっと広告 651-2133 兵庫県神戸市西区枝吉１丁目２０４－４ 印刷類 その他印刷類
株式会社堀内カラー 530-0028 大阪府大阪府大阪市北区万歳町３－１７ 役務の提供 その他役務
株式会社堀川忠義商店 656-0425 兵庫県南あわじ市榎列小榎列６０３番地 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社堀口 669-2336 兵庫県丹波篠山市魚屋町１７ じゅう器類 家具
堀建設株式会社 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀８６１‐１ 役務の提供 森林整備
株式会社堀通信 620-0947 京都府福知山市字天田３９１‐乙 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
堀電気設備管理事務所 669-1545 兵庫県三田市狭間が丘３－２８－１４ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社堀場製作所 601-8510 京都府京都市南区吉祥院宮の東町２ 理化学・計測機器類 環境機器
株式会社堀龍文社 679-4122 兵庫県たつの市龍野町日飼３０９‐１ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社ホロニック 160-0022 東京都新宿区新宿一丁目３６番１４号 役務の提供 その他役務
株式会社本條商店 671-2545 兵庫県宍粟市山崎町中井９６ 燃料・動力類 石油
ホンジョウプロパン株式会社 671-2545 兵庫県宍粟市山崎町中井９６ じゅう器類 ガス・厨房機器
株式会社本田盛文堂尼崎 660-0861 兵庫県尼崎市御園町４０番地 文具・事務用機器類 文具・事務用品
本多石油株式会社 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用８３－１ 燃料・動力類 石油
株式会社ホンダファイナンス 180-0006 東京都武蔵野市中町二丁目４番１５号 リース・レンタル その他リース
株式会社ホンダモーターサイクルジャパン 115-0055 東京都北区赤羽西６‐３６‐２ 船舶・車両類 その他車両類
株式会社ボーサイサービス 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後７８‐３２ 役務の提供 設備保守・管理
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株式会社ボーサイテクノ 661-0972 兵庫県尼崎市高田町４－１７　吉祥ビル２Ｆ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ボーダーリンク 330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町２－１６－１ＡＣＲＯＳＳ８階 役務の提供 人材派遣
有限会社防災アラーム 664-0875 兵庫県伊丹市野間北５‐１１‐９ 役務の提供 設備保守・管理
防災エンジニアリング株式会社 663-8247 兵庫県西宮市津門稲荷町９番１４号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社防災サービス 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町３丁目４‐３０ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社防災センター 670-0931 兵庫県姫路市坂田町４５ 役務の提供 設備保守・管理
防災電設株式会社 661-0982 兵庫県尼崎市食満２丁目１７－３ 役務の提供 設備保守・管理
墨東化成工業株式会社 130-0025 東京都墨田区千歳一丁目８番１４号 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
株式会社ボザール 604-0835 京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町２０６御池ビル９階 役務の提供 イベント等企画
株式会社ポータ工業 135-0004 東京都江東区森下２‐５‐１２ その他物品類 その他物品類
株式会社ポート 651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町３丁目７－５ リース・レンタル その他リース
ポート産業株式会社 658-0027 兵庫県神戸市東灘区青木一丁目２番１号 役務の提供 警備業務
ポートスタッフ株式会社 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通７‐１‐３０ 役務の提供 人材派遣
ポートスタッフサービス株式会社 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通７－１－３０ 役務の提供 その他役務
株式会社ポート・リハビリサービス 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通３－４－６ 医療・薬品類 医療機器
ポールトゥウィン株式会社 465-0025 愛知県名古屋市名東区上社三丁目８０１番地 役務の提供 その他電算業務
有限会社ポップ・アイ 659-0023 兵庫県芦屋市大東町１番１１－１０２号 役務の提供 イベント等企画
株式会社ポツポヤ 662-0918 兵庫県西宮市六湛寺町１５‐７ その他物品類 スポーツ用品
ポニー工業株式会社 541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町２－３－６ 理化学・計測機器類 理化学機器
マーキュリーアシェンソーレ株式会社 890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町２９－２２ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社マーキュリー衛研 661-0003 兵庫県尼崎市富松町４‐３５‐２２ 役務の提供 害虫駆除
ＭＡＲＫ 653-0015 兵庫県神戸市長田区菅原通７－１７８　ＫＩＭビル２Ｆ 百貨・日用品類 衣類
株式会社マーグラ 150-0001 東京都渋谷区神宮前２丁目４－１１ 役務の提供 その他役務
株式会社マーケティングセンター 170-0005 東京都豊島区南大塚三丁目３０番４号　ウィステリア南大塚ビル 役務の提供 各種調査・研究
株式会社マーケティングリサーチサービス 170-0005 東京都豊島区南大塚二丁目４５番８号 役務の提供 各種調査・研究
マースジャパン株式会社 113-0033 東京都文京区本郷三丁目１４番１１号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社マイクロアイズ 603-8053 京都府京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町１０番２ 理化学・計測機器類 理化学機器
マイクロエコ株式会社 653-0033 兵庫県神戸市長田区苅藻島町三丁目１２番２９号 役務の提供 産業廃棄物処理
マイクロメイト岡山株式会社 700-0822 岡山県岡山市北区表町１丁目３番５０号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社舞子石井造園 655-0048 兵庫県神戸市垂水区西舞子１丁目４－８ 役務の提供 その他役務
有限会社舞子運送 655-0048 兵庫県神戸市垂水区西舞子４丁目６番１０号 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社マイスターエンジニアリング 108-0014 東京都港区芝４－１－２３ 役務の提供 設備保守・管理
舞鶴喜楽鉱業株式会社 623-0362 京都府綾部市物部町白岩９－１ 役務の提供 産業廃棄物処理
舞鶴倉庫株式会社 624-0931 京都府舞鶴市大字松陰小字嶋崎２３ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社マイナビ 100-0003 東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号 役務の提供 広告
株式会社マイナビワークス 163-1527 東京都新宿区西新宿一丁目６番１号　新宿エルタワー２７階 役務の提供 人材派遣
マイナミ空港サービス株式会社 107-0051 東京都港区元赤坂１‐７‐８ 燃料・動力類 石油
株式会社毎日映画社 101-0062 東京都千代田区神田駿河台２丁目５番地 役務の提供 イベント等企画
株式会社毎日映像音響システム 541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋４－４－９ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
毎日ガスセンター株式会社 672-8023 兵庫県姫路市白浜町丙４９１‐１４ 燃料・動力類 LPガス
毎美エンジニアリング株式会社 553-0001 大阪府大阪市福島区海老江５‐４‐８ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社マインズ 670-0965 兵庫県姫路市東延末２丁目２４番地 役務の提供 人材派遣
株式会社マインド・サービス 670-0055 兵庫県姫路市神子岡前１－１１－１１ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社前川製作所 135-8482 東京都江東区牡丹３－１４－１５ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
前川造園土木株式会社 675-1232 兵庫県加古川市平荘町里５４１‐４ 役務の提供 その他役務
有限会社前川造船工業 819-0013 福岡県福岡市西区愛宕浜４丁目４９番８号 船舶・車両類 船舶新造
株式会社前澤エンジニアリングサービス 332-0022 埼玉県川口市仲町５‐１１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
前田機械株式会社 552-0002 大阪府大阪市港区市岡元町２－３－２８ 一般機械器具設備類 家電製品
前田建設株式会社 671-0255 兵庫県姫路市花田町小川３４３－３ 役務の提供 清掃業務（屋外）
前田食品株式会社 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜１丁目３６番地 その他物品類 その他物品類
前田書店 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２９０４－１５ その他物品類 書籍
前田石油株式会社 678-0232 兵庫県赤穂市中広１７９‐６ 燃料・動力類 石油
株式会社前田造園土木 673-0453 兵庫県三木市別所町下石野９７２‐１ 役務の提供 森林整備
株式会社マエナカスポーツ 669-1535 兵庫県三田市南が丘１丁目４０－５ その他物品類 スポーツ用品
前中電気設備管理事務所 663-8102 兵庫県西宮市松並町６－１８ 役務の提供 設備保守・管理
前山医療器株式会社 656-0013 兵庫県洲本市下加茂２丁目２－５５ 医療・薬品類 医療機器
株式会社マキイ医科器械 671-2201 兵庫県姫路市書写６８ 医療・薬品類 医療機器
牧電気設備管理事務所 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２１００番地 役務の提供 設備保守・管理
牧電気設備管理事務所 651-2275 兵庫県神戸市西区樫野台３丁目２５番地の６ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社マキト廣樹園土木 675-0013 兵庫県加古川市野口町二屋２０８番地の１２ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社マクロミル 108-0075 東京都港区港南二丁目１６番１号 役務の提供 各種調査・研究
まことグリーン 665-0866 兵庫県宝塚市星の荘２７‐４ 役務の提供 森林整備
株式会社マコト商事 652-0831 兵庫県神戸市兵庫区七宮町１‐１０‐４ じゅう器類 家具
株式会社誠屋 701-0165 岡山県岡山市北区大内田７１７－３ その他物品類 その他物品類
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株式会社マサキ 668-0873 兵庫県豊岡市庄境１３７番地 役務の提供 その他役務
マサニ電気株式会社 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通１丁目１０番２号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
雅彦化成株式会社 679-4116 兵庫県たつの市神岡町沢田１３０８ 百貨・日用品類 ゴム・革製品
株式会社マス・ブレーン 670-0996 兵庫県姫路市土山５－６－３３奥野ビル２０３号 役務の提供 広告
株式会社マスオカ 653-0002 兵庫県神戸市長田区六番町２丁目１の２７ 役務の提供 産業廃棄物処理
マスコット株式会社 770-8040 徳島県徳島市八万町下中筋７２‐５ 医療・薬品類 医療機器
株式会社増田医科器械 612-8443 京都府京都市伏見区竹田藁屋町５０番地 医療・薬品類 医療機器
増田綜合園芸株式会社 651-2231 兵庫県神戸市西区櫨谷町寺谷字松原２７ リース・レンタル その他リース
マスダ道路株式会社 675-0125 兵庫県加古川市別府町西脇１６２ 工事用材料類 道路保安用品
マスプロ電工株式会社 470-0194 愛知県日進市浅田町上納８０ 役務の提供 各種調査・研究
街角企画株式会社 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋一丁目１番１号中塚ビル４階 役務の提供 各種調査・研究
株式会社マックエンタープライズ 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町８１７番地２０ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社マックスコム 151-8583 東京都渋谷区代々木二丁目２番１号 役務の提供 その他役務
株式会社マックスサポート 160-0023 東京都新宿区西新宿７－１－１０ 役務の提供 人材派遣
株式会社マッシュ 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎５－６－１０ 役務の提供 イベント等企画
有限会社まつい 671-1107 兵庫県姫路市広畑区蒲田４丁目２１５ 役務の提供 清掃業務（建物）
松井開発運輸株式会社 656-0332 兵庫県南あわじ市湊１３５４番地 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社松井環境 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原１３４５番地２ 役務の提供 産業廃棄物処理
松井電気設備管理事務所 659-0012 兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町２７番１６－４０３ 役務の提供 設備保守・管理
松井農機商会 668-0054 兵庫県豊岡市塩津町９番３８号 農林水産業用品類 農林水産業用機器
株式会社松井マリン 669-6433 兵庫県美方郡香美町香住区沖浦９１１‐３１ 船舶・車両類 船舶部品及び修理
松井味噌株式会社 673-0875 兵庫県明石市大蔵天神町９－１０ 百貨・日用品類 その他記念品・日用品類
松尾印刷株式会社 671-0222 兵庫県姫路市別所町小林４９４番地 印刷類 活平版印刷
株式会社マツオカコーポレーション 720-0045 広島県福山市宝町４ー１４ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
松岡商事株式会社 670-0825 兵庫県姫路市市川橋通２丁目４１番地の１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社松尾モータース 673-0456 兵庫県三木市鳥町１６８－１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社松川 660-0823 兵庫県尼崎市大物町２－９－５ 一般機械器具設備類 工作機器
松下電気設備管理事務所 669-1324 兵庫県三田市ゆりのき台５－４０－１６ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社マツタニ 652-0816 兵庫県神戸市兵庫区永沢町３‐７‐１０ 一般機械器具設備類 消防機器
マツダ株式会社 658-0042 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町１７－８ 役務の提供 資源回収
マツダオートリース株式会社 730-0011 広島県広島市中区基町１１－１０ リース・レンタル その他リース
有限会社マツダ機械 676-0077 兵庫県高砂市松陽１丁目３番３４号 一般機械器具設備類 工作機器
松田産業株式会社 163-0558 東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号 役務の提供 産業廃棄物処理
松田食品工業株式会社 544-0005 大阪府大阪市生野区中川５丁目４番２１号 その他物品類 その他物品類
松田土木工業株式会社 671-1152 兵庫県姫路市広畑区小松町２丁目４６ 工事用材料類 砂利・砂・土
松田文具店 669-2221 兵庫県丹波篠山市西古佐１０２５番地 文具・事務用機器類 文具・事務用品
松原燃料店 675-1372 兵庫県小野市本町４０－４ 燃料・動力類 LPガス
株式会社松村電機製作所 113-0031 東京都文京区根津２‐１２‐１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
松本伊株式会社 656-0426 兵庫県南あわじ市榎列大榎列５００－１ 工事用材料類 セメント2次製品
松本運送株式会社 658-0044 兵庫県神戸市東灘区御影塚町１丁目１０番７号 役務の提供 その他運送
株式会社マツモトエンジニアリング 651-0074 兵庫県神戸市中央区南本町通２－１－３ 役務の提供 産業廃棄物処理
松本建設株式会社 651-0074 兵庫県神戸市中央区南本町通２－１－３ 役務の提供 清掃業務（屋外）
松本鋼機株式会社 652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町１丁目８８番地の１ 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社松本興業社 653-0003 兵庫県神戸市長田区五番町５丁目１番地２７‐１０４ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社松本工務店 671-4221 兵庫県宍粟市波賀町上野１９０－１ 役務の提供 森林整備
マツモト産業株式会社 656-0473 兵庫県南あわじ市市小井１２３番地 工事用材料類 セメント2次製品
松本電工株式会社 653-0867 兵庫県神戸市長田区高東町３丁目４番１３号 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社マツヤ 675-1379 兵庫県小野市上本町９７ その他物品類 スポーツ用品
マテリクス株式会社 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１‐１５‐６　西本町ビル２階 医療・薬品類 医療機器
的場商事株式会社 564-0037 大阪府吹田市川岸町２１‐４５ 役務の提供 その他清掃
株式会社マニックス 653-0843 兵庫県神戸市長田区御屋敷通５丁目１番１６号 じゅう器類 その他じゅう器
まねき食品株式会社 670-0947 兵庫県姫路市北条９５３ その他物品類 その他物品類
株式会社馬渕商事 152-0032 東京都目黒区平町１ー１６ー２４ 役務の提供 その他役務
マプリィ 669-4125 兵庫県丹波市春日町多田１６５番地 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ママスクエア 105-0014 東京都港区芝２の２２の１５　ＳＴＫビル４階 役務の提供 イベント等企画
有限会社摩耶工業 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通２－１－２　共栄ビル３０１ 工事用材料類 その他工事用材料類
株式会社ＭＡＹＡ　ＳＴＡＦＦＩＮＧ 163-0244 千葉県新宿区西新宿２丁目６番１号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社マリックス 105-0003 東京都港区西新橋三丁目２４番１０号 一般機械器具設備類 建設機器
マリヤ医科興業株式会社 668-0024 兵庫県豊岡市寿町１０番１０号 医療・薬品類 医療機器
株式会社マルイ 574-0064 大阪府大東市御領１丁目９番１７号 理化学・計測機器類 環境機器
丸石テクノ株式会社 464-0082 愛知県名古屋市千種区上野三丁目９番１１号 医療・薬品類 工業用薬品
株式会社丸井商会 550-0025 大阪府大阪市西区九条南４ー２２ー１０ 燃料・動力類 石油
有限会社マルイ商店 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町１１番２号 役務の提供 設備保守・管理
丸栄コンクリート工業株式会社 501-6251 岐阜県羽島市福寿町間島１５１８ 工事用材料類 セメント2次製品
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丸榮自動車株式会社 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺４８番地１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社丸尾計画事務所 670-0043 兵庫県姫路市小姓町１６ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
丸協産業株式会社 661-0044 兵庫県尼崎市武庫町２－２０－１３ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社丸幸辰野 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町２－１－２沢の鶴ビル６階 医療・薬品類 衛生材料
マルゴ緑化園株式会社 667-0131 兵庫県養父市上野１０５２番地の４ 役務の提供 森林整備
有限会社マルゴン 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿１２１９番地の１９ 百貨・日用品類 記章・バッジ
丸三製薬バイオテック株式会社 939-8232 富山県富山市南央町３番３７ 役務の提供 害虫駆除
丸昌 660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町２丁目１８３－１８２ 文具・事務用機器類 印判
有限会社圓商 675-0024 兵庫県加古川市尾上町長田３４０‐３ 役務の提供 設備保守・管理
丸硝　株式会社 503-0034 岐阜県大垣市荒尾町６７４ 百貨・日用品類 荒物雑貨
有限会社丸晶電気 670-0096 兵庫県姫路市西新在家２丁目２‐２３ 一般機械器具設備類 家電製品
丸祥電器株式会社 671-0224 兵庫県姫路市別所町佐土１００５‐２７ 理化学・計測機器類 理化学機器
マルシン文具店 668-0021 兵庫県豊岡市泉町２‐２４ じゅう器類 家具
株式会社マルゼン 110-0003 東京都台東区根岸２‐１９‐１８ じゅう器類 ガス・厨房機器
丸善産業株式会社 656-2212 兵庫県淡路市佐野１８７６ 燃料・動力類 LPガス
株式会社丸善ジュンク堂書店 103-0027 東京都中央区日本橋２‐３‐１０ その他物品類 書籍
丸善雄松堂株式会社 103-0027 東京都中央区日本橋２‐３‐１０ その他物品類 書籍
株式会社丸高 672-0102 兵庫県姫路市家島町宮９６４－２ 燃料・動力類 LPガス
株式会社マルタマフーズ 547-0048 大阪府大阪市平野区平野馬場１－１７－１５ 役務の提供 その他役務
丸但木材 669-3822 兵庫県丹波市青垣町大名草７５０‐１ 役務の提供 森林整備
株式会社マルツ電波 910-0857 福井県福井市豊島２丁目６番７号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社丸東製作所 135-0021 東京都江東区白河２－１５－４ 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
丸永株式会社 669-1514 兵庫県三田市川除１５０‐１ 農林水産業用品類 動物・飼料
株式会社　マルニシ 503-1501 岐阜県９０９番地の６ 医療・薬品類 衛生材料
株式会社丸福 652-0046 兵庫県神戸市兵庫区上沢通４丁目２‐１１ 百貨・日用品類 衣類
丸文ウエスト株式会社 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通ニ丁目２番３号 理化学・計測機器類 理化学機器
丸紅新電力株式会社 104-0004 東京都千代田区大手町一丁目４番２号 燃料・動力類 電力
丸昌印刷工業株式会社 653-0827 兵庫県神戸市長田区上池田一丁目３番３８号 印刷類 活平版印刷
株式会社マルマツスポーツ 669-5341 兵庫県豊岡市日高町国分寺４００‐３０ その他物品類 スポーツ用品
株式会社マルモ出版 154-0017 東京都世田谷区世田谷１－４８－１０　グランデュオ世田谷７　１０２号 その他物品類 書籍
丸茂電機株式会社 101-0041 東京都千代田区神田須田町１‐２４ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
丸山印刷株式会社 676-8566 兵庫県高砂市神爪１丁目１１番３３号 印刷類 活平版印刷
株式会社マルヤマ建設 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家２７７番地の２ 工事用材料類 仮設建物
株式会社丸与商店 659-0015 兵庫県芦屋市楠町３番１３号 役務の提供 産業廃棄物処理
丸楽紙業株式会社 540-0005 大阪府大阪市中央区上町１丁目２６番１４号 文具・事務用機器類 用紙
萬世電機株式会社 553-0003 大阪府大阪市福島区福島７‐１５‐５ 一般機械器具設備類 電気設備
Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ株式会社 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄一丁目７番７号　ＲＴセンターステージビル４階 役務の提供 人材派遣
マンパワーグループ株式会社 220-8136 神奈川県横浜市西区みなとみらい２‐２‐１横浜ランドマークタワー３６Ｆ 役務の提供 人材派遣
株式会社万苗園 665-0816 兵庫県宝塚市平井１－１３－６ 農林水産業用品類 植物
株式会社まんぼう 658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町３丁目２番３号 燃料・動力類 高圧ガス
萬まる堂 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎８２－１ 印刷類 活平版印刷
三池製錬株式会社 836-0017 福岡県大牟田市新開町２番地１ 役務の提供 産業廃棄物処理
三浦工業株式会社 799-2696 愛媛県松山市堀江町７番地 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
有限会社三浦商店 654-0047 兵庫県神戸市須磨区磯馴町３‐２‐２２ 燃料・動力類 LPガス
株式会社三浦消防 670-0032 兵庫県姫路市龍野町１‐１‐２ 一般機械器具設備類 消防機器
三浦電工株式会社 666-0105 兵庫県川西市見野２－８－１８ 一般機械器具設備類 家電製品
三重中央開発株式会社 518-1152 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社美方モータース 669-6747 兵庫県美方郡新温泉町三谷１３４‐２ 船舶・車両類 車両部品及び修理
三樹エンジニアリング株式会社 652-0802 兵庫県神戸市兵庫区水木通９丁目１－３３ じゅう器類 ガス・厨房機器
三木建良株式会社 672-8078 兵庫県姫路市英賀乙８４‐２９ 役務の提供 清掃業務（建物）
美樹工業株式会社 670-0947 兵庫県姫路市北条９５１－１ 一般機械器具設備類 電気設備
三木産業株式会社 672-8016 兵庫県姫路市木場１１７０ 燃料・動力類 LPガス
三木電気管理事務所 671-1224 兵庫県姫路市網干区津市場４６０－２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社三木美研舎 658-0045 兵庫県神戸市東灘区御影石町１丁目１－４３ 役務の提供 建物保守・管理
三木モータース 673-0423 兵庫県三木市宿原３１‐１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社ミクニ 101-0021 東京都千代田区外神田六丁目１３番１１号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社ミコー総合開発 675-2103 兵庫県加西市鶉野町２１９０‐１ 工事用材料類 セメント2次製品
実咲自動車工業株式会社 668-0864 兵庫県豊岡市木内字大坪２２５‐１ 船舶・車両類 車両販売
株式会社ミサワ 669-5261 兵庫県朝来市和田山町枚田６１９‐１ じゅう器類 家具
ミザック株式会社 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号アクア堂島ＮＢＦタワー１７階 役務の提供 設備保守・管理
三住管財株式会社 669-1534 兵庫県三田市横山町９番１６号 役務の提供 清掃業務（建物）
三住興産株式会社 669-1529 兵庫県三田市中央町４‐５ じゅう器類 家具
株式会社水管理企画 669-5267 兵庫県朝来市和田山町法興寺１６２ 役務の提供 その他役務
独立行政法人水資源機構 330-6008 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２ 役務の提供 各種調査・研究
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株式会社水島酸素商会 652-0874 兵庫県神戸市兵庫区高松町２番２８号 燃料・動力類 高圧ガス
水嶋プロデュース 651-1123 兵庫県神戸市北区ひよどり台１－１２－２ 印刷類 軽印刷
株式会社水田種苗園 674-0051 兵庫県明石市大久保町大窪２５４０ 農林水産業用品類 植物
水田電気設備管理事務所 663-8003 兵庫県西宮市上大市５丁目２４－４３ 役務の提供 設備保守・管理
美津濃株式会社 559-8510 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目１２番３５号 その他物品類 スポーツ用品
水船木材 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村２１８０ 役務の提供 森林整備
みずほ東芝リース株式会社 105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 リース・レンタル リース（事務機器）
みずほリース株式会社 105-0001 東京都港区虎ノ門１－２－６ リース・レンタル リース（事務機器）
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 101-8443 東京都千代田区神田錦町二丁目３番地 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
水三島紙工株式会社 536-0006 大阪府大阪市城東区野江１丁目１６番４号 印刷類 フォーム印刷
ミタチパッケージ株式会社 670-0056 兵庫県姫路市東今宿１－３－３ 百貨・日用品類 その他記念品・日用品類
有限会社御立輸送 670-0074 兵庫県姫路市御立西３丁目１４－２２ 役務の提供 その他運送
三谷コンピュータ株式会社 910-0393 福井県坂井市丸岡町熊堂３‐７‐１‐１３ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
三谷商事株式会社 910-8510 福井県福井市豊島一丁目３番１号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社ミップ 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎３－１９－３ 役務の提供 その他電算業務
三井Ｅ＆Ｓシステム技研株式会社 261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬１‐３‐Ｄ９ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社三井Ｅ＆Ｓマシナリー 104-8439 東京都中央区築地５丁目６番４号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
三井共同建設コンサルタント株式会社 141-0032 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
三石自動車工業株式会社 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿１９１０ 船舶・車両類 車両部品及び修理
三井住友カード株式会社 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋四丁目５番１５号 役務の提供 その他役務
三井住友海上火災保険株式会社 104-8252 東京都千代田区神田駿河台３－９ 役務の提供 その他役務
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 105-0023 東京都港区芝浦一丁目２番３号 リース・レンタル リース（事務機器）
三井住友ファイナンス＆リース株式会社 100-8287 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 リース・レンタル リース（事務機器）
ミツイワ株式会社 150-0002 東京都渋谷区渋谷３－１５－６ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 103-0027 東京都中央区日本橋二丁目１１番２号 燃料・動力類 電力
株式会社ミツエ 679-4325 兵庫県たつの市新宮町佐野２８８番地 役務の提供 資源回収
株式会社三築緑屋システム 114-0001 東京都北区東十条３－４－３ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社みつば電気 660-0893 兵庫県尼崎市西難波町３－１７－１３ 一般機械器具設備類 電気設備
三菱ＨＣキャピタル株式会社 100-6525 東京都千代田区丸の内１‐５‐１ リース・レンタル リース（事務機器）
三菱オートリース株式会社 108-0014 東京都港区芝５丁目３４番７号 リース・レンタル その他リース
三菱化工機アドバンス株式会社 212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地ソリッドスクエア東館２０階 役務の提供 設備保守・管理
三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目４番２号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
三菱重工機械システム株式会社 652-8585 兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目１番１号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
三菱重工マシナリーテクノロジー株式会社 733-8553 広島県広島市西区観音新町４‐６‐２２ 役務の提供 設備保守・管理
三菱重工冷熱株式会社 108-0023 東京都港区芝浦２丁目１１番５号 役務の提供 設備保守・管理
三菱総研ＤＣＳ株式会社 140-8506 東京都品川区東品川四丁目１２番２号 役務の提供 その他役務
三菱倉庫株式会社 103-8630 東京都中央区日本橋一丁目１９番１号 役務の提供 その他役務
株式会社三菱総合研究所 100-8141 東京都千代田区永田町２丁目１０番３号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
三菱電機株式会社 100-8310 東京都千代田区丸の内２‐７‐３ 一般機械器具設備類 電気設備
三菱電機クレジット株式会社 141-8505 東京都品川区大崎一丁目６番３号 リース・レンタル リース（事務機器）
三菱電機システムサービス株式会社 154-8520 東京都世田谷区太子堂４‐１‐１ 一般機械器具設備類 電気設備
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 116-0002 東京都荒川区荒川７－１９－１ 役務の提供 設備保守・管理
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 110-0015 東京都台東区東上野５－２４－８ 役務の提供 設備保守・管理
三菱農機販売株式会社 340-0203 埼玉県久喜市桜田２－１３３－４ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
三菱ふそうトラック・バス株式会社 212-8522 神奈川県川崎市中原区大倉町１０番地 船舶・車両類 車両販売
三菱プレシジョン株式会社 135-0063 東京都江東区有明３－５－７ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 105-8501 東京都港区虎ノ門５丁目１１番２号 役務の提供 各種調査・研究
三ツ星貿易株式会社 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台２丁目５番２ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
三露産業株式会社 541-0053 大阪府大阪市中央区本町一丁目７番７号　ＷＡＫＩＴＡ堺筋本町ビル４階 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
株式会社ミツワ 666-0024 兵庫県川西市久代２‐２‐１ 燃料・動力類 石油
株式会社ミツワ 654-0133 兵庫県神戸市須磨区多井畑字池ノ奥上１６‐２ 燃料・動力類 石油
株式会社ミツワサービス 666-0024 兵庫県川西市久代１－１３－１７ 役務の提供 旅客運送
株式会社美津和電器商会 670-0012 兵庫県姫路市本町６８番地 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社三ツワフロンテック 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋３丁目６番２４号 理化学・計測機器類 理化学機器
ミディ総合管理株式会社 545-8545 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目１番４３号 燃料・動力類 石油
ミドリ安全株式会社 150-8455 東京都渋谷区広尾５－４－３ 百貨・日用品類 ゴム・革製品
ミドリ安全姫路株式会社 672-8074 兵庫県姫路市飾磨区加茂太の前２２８番地 百貨・日用品類 衣類
有限会社みどり園芸 670-0801 兵庫県姫路市仁豊野１０ リース・レンタル その他リース
株式会社みどり環境総合技術研究所 670-0934 兵庫県姫路市朝日町６５－１ 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
緑クリーンサービス 656-0121 兵庫県南あわじ市山添４４２‐１９ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社みどり防災 670-0804 兵庫県姫路市飾磨区阿成植木１０３２番地 役務の提供 設備保守・管理
株式会社みどりやマーク工芸 657-0838 兵庫県神戸市灘区王子町１－１－４ 百貨・日用品類 記章・バッジ
三七一商店荒川店 670-0984 兵庫県姫路市姫路市町坪２３６‐１ 農林水産業用品類 その他農林水産業用品類
株式会社みなとカード 651-0170 兵庫県神戸市中央区西町３５番地 役務の提供 その他役務
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湊川産業株式会社 652-0847 兵庫県神戸市兵庫区切戸町５番８号 リース・レンタル その他リース
株式会社みなと銀行 651-0193 兵庫県神戸市中央区三宮町二丁目１番１号 その他物品類 その他物品類
ミナト消毒株式会社 654-0102 兵庫県神戸市須磨区東白川台２丁目２０‐３ 役務の提供 害虫駆除
ミナト電機工業株式会社 672-8076 兵庫県姫路市飾磨区入船町２‐４ 工事用材料類 電気工事材料
ミナト電気工事株式会社 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町６－１－１２ 一般機械器具設備類 電気設備
湊ハマ株式会社 670-0903 兵庫県姫路市立町２１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
ミナトパックス株式会社 673-0433 兵庫県三木市福井２１２６ 百貨・日用品類 その他記念品・日用品類
ミナトメイワ印刷株式会社 652-0894 兵庫県神戸市兵庫区入江通１‐１‐２８ 印刷類 軽印刷
みなとリース株式会社 651-0071 兵庫県神戸市中央区筒井町３丁目１２番１４号 リース・レンタル リース（事務機器）
公益社団法人南あわじ市シルバー人材センター 656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田１０６４番地 役務の提供 清掃業務（屋外）
南あわじ事務機株式会社 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲５１２番地５５ 文具・事務用機器類 用紙
南建材店 666-0031 兵庫県川西市霞ヶ丘２丁目２番７号 その他物品類 スポーツ用品
株式会社南テスティパル 592-8333 大阪府堺市西区浜寺石津町西２－７－１０ 役務の提供 その他役務
株式会社南中造園土木 673-1314 兵庫県加東市横谷２８９－１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
ミナモト通信株式会社 244-0803 神奈川県横浜市戸塚区平戸町５５９番地６ 役務の提供 設備保守・管理
ミネルヴァベリタス株式会社 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町４丁目６－１５　瓦町浪速ビル４階 役務の提供 その他役務
株式会社美嚢種苗園 673-0431 兵庫県三木市本町２－７－６ 農林水産業用品類 農林水産業用薬品
みのり農業協同組合 673-1431 兵庫県加東市社１７７７番地の１ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
株式会社ミハラ齒研 657-0051 兵庫県神戸市灘区八幡町二丁目４２番地 役務の提供 その他役務
株式会社三保造船所 424-0901 静岡県静岡市清水区三保３７９７番地 船舶・車両類 船舶新造
宮垣鋼器株式会社 651-0079 兵庫県神戸市中央区東雲通３‐１‐１０ じゅう器類 家具
宮川電気設備管理事務所 655-0042 兵庫県神戸市垂水区西脇１丁目５番２－２０４号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ミヤケ 669-5136 兵庫県朝来市山東町与布土７０９‐１ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社みやこ 558-0033 大阪府大阪市住吉区清水丘２丁目３番１号 一般機械器具設備類 消防機器
有限会社都印刷 662-0864 兵庫県西宮市越水町１‐７ 印刷類 活平版印刷
都ユニリース株式会社 712-8011 岡山県倉敷市連島町連島１４２番地の２８９ リース・レンタル その他リース
有限会社ミヤザキ理化 670-0952 兵庫県姫路市南条２‐２９ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社美家造園土木 675-2461 兵庫県加西市佐谷町１２３ 農林水産業用品類 植物
有限会社宮武組 670-0837 兵庫県姫路市宮西町二丁目２１番地 役務の提供 その他役務
有限会社宮田木工所 679-2425 兵庫県神崎郡神河町東柏尾７０６‐１ じゅう器類 家具
株式会社宮辻造林 671-4133 兵庫県宍粟市一宮町須行名４９３ 役務の提供 森林整備
ミヤナガ建設 675-0303 兵庫県加古川市志方町細工所４７３ 役務の提供 森林整備
株式会社宮永商店 675-0303 兵庫県加古川市志方町細工所１１０－１ 燃料・動力類 石油
宮野医療器株式会社 650-8677 兵庫県神戸市中央区楠町５‐４‐８ 医療・薬品類 医療機器
雅電気設備管理事務所 669-1515 兵庫県三田市大原１５８６－１０５ 役務の提供 設備保守・管理
ミヤマ株式会社 381-2243 長野県長野市稲里１－５－３ 役務の提供 産業廃棄物処理
有限会社宮前写真場 653-0812 兵庫県神戸市長田区長田町２丁目４番地１１号 その他物品類 写真
有限会社みやまスポーツ 670-0054 兵庫県姫路市南今宿７－２７ その他物品類 スポーツ用品
株式会社宮本技建 679-5651 兵庫県佐用郡佐用町櫛田７２６ 役務の提供 森林整備
ミヤモトテクニカ 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口２６６－８ 役務の提供 設備保守・管理
宮本理研工業株式会社 535-0031 大阪府大阪市旭区高殿２－２－１９ 理化学・計測機器類 理化学機器
宮脇機械プラント株式会社 673-0021 兵庫県明石市北王子町２番２６号 一般機械器具設備類 工作機器
株式会社宮脇工業 671-1231 兵庫県姫路市網干区大江島３９ 役務の提供 設備保守・管理
宮脇種苗店 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町１８ 農林水産業用品類 植物
ミューズウエスト株式会社 650-0001 兵庫県神戸市中央区６丁目３―１ その他物品類 楽器
美幸産業株式会社 665-0042 兵庫県宝塚市美幸町１番３２号 燃料・動力類 高圧ガス
名谷園造園土木株式会社 655-0852 兵庫県神戸市垂水区名谷町１０３９番地 役務の提供 森林整備
妙本電気設備管理事務所 653-0827 兵庫県神戸市長田区上池田１丁目３－１５－６０２ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ミヨシ 556-0022 大阪府大阪市大阪市浪速区桜川４－１０－２７ 一般機械器具設備類 消防機器
三好商店 672-8063 兵庫県姫路市飾磨区須加２０２ 船舶・車両類 船舶部品及び修理
株式会社ミヨシ商店 660-0893 兵庫県尼崎市西難波町１－１０－３ 百貨・日用品類 荒物雑貨
株式会社ミライエ 102-0072 東京都千代田区飯田橋２丁目６番１号小宮山ビル２０２号室 役務の提供 人材派遣
未来テクノ株式会社 672-8023 兵庫県姫路市白浜町乙５５１－１６ 一般機械器具設備類 消防機器
株式会社ミライ電工 674-0084 兵庫県明石市魚住町西岡６２７番地の１ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社ミライト 135-8112 東京都東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社ミライト・テクノロジーズ 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀三丁目３番１５号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
未来貿易 670-0854 兵庫県姫路市五軒邸４丁目３６番地 その他物品類 その他物品類
株式会社ミラテクドローン 142-0063 東京都品川区荏原一丁目２０番１０号 その他物品類 その他物品類
ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社 111-0053 東京都台東区浅草橋４‐１９‐８　浅草橋ビル 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
株式会社ミロク情報サービス 160-0004 東京都新宿区四谷四丁目２９番地１ 文具・事務用機器類 その他文具・事務用機器
有限会社三和印房 670-0901 兵庫県姫路市西二階町４９番地 文具・事務用機器類 印判
三輪運輸工業株式会社 651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町２丁目１番１６号 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社三輪清商店 669-6452 兵庫県美方郡香美町香住区一日市２４９ 燃料・動力類 石油
三輪電機興業株式会社 670-0841 兵庫県姫路市城東町６０‐１ 一般機械器具設備類 電気設備
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商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
向内造園株式会社 656-2143 兵庫県淡路市３０‐１ 農林水産業用品類 植物
株式会社ムサシ 104-0061 東京都中央区銀座８丁目２０番３６号 役務の提供 その他電算業務
ムサシ・アイ・テクノ株式会社 577-0013 大阪府東大阪市長田中３－６－１ 役務の提供 その他電算業務
株式会社睦商興 671-1242 兵庫県姫路市網干区浜田１２２３番地の２２ 農林水産業用品類 肥料
ムツミ商事株式会社 671-2222 兵庫県姫路市青山４－２４－８ じゅう器類 その他じゅう器
株式会社ムトウ 001-0011 北海道札幌市北区１１条西４－１－１５ 医療・薬品類 医療機器
ムラカミ 652-0811 兵庫県神戸市兵庫区新開地５－３－２２ 百貨・日用品類 ゴム・革製品
有限会社村上医療器械店 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町３丁目１０番５号 医療・薬品類 医療機器
株式会社村上建装 650-0013 兵庫県神戸市中央区花隈町１３‐１１ 工事用材料類 建具
村上商事株式会社 620-0856 京都府福知山市土師宮町１－９３ 燃料・動力類 石油
有限会社村上農機 679-5133 兵庫県佐用郡佐用町三日月１１５６－３ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
村上廣治商店 669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生１０４８ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社村上文房堂 670-0937 兵庫県姫路市元塩町６０番地 じゅう器類 家具
ムラキ 678-0011 兵庫県相生市那波野２‐３１‐２８ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
村角工業株式会社 530-0047 大阪府大阪市北区西天満３－２－４ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
村瀬炉工業株式会社 550-0013 大阪府大阪市西区新町４‐１６‐８ 役務の提供 その他役務
ムラタ計測器サービス株式会社 245-0052 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町１５番 役務の提供 各種調査・研究
村田写真館 671-1227 兵庫県姫路市網干区和久４８１番地 その他物品類 写真
村田仙松堂 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通２丁目８番６号 文具・事務用機器類 印判
株式会社村中商会 590-0944 大阪府堺市堺区櫛屋町東１－１－１ 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
株式会社ムラヤマ 135-0061 東京都江東区豊洲３－２－２４ 役務の提供 イベント等企画
明花電業株式会社 651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町５‐７‐２０ 工事用材料類 電気工事材料
有限会社メイカン 664-0842 兵庫県伊丹市伊丹市森本１丁目５３－４ 医療・薬品類 医療用薬品
明久商会 655-0048 兵庫県神戸市垂水区西舞子４丁目‐１１‐２０‐６０５ じゅう器類 幕・テント・看板
明建産業株式会社 670-0853 兵庫県姫路市大黒壱丁町１４番地 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社明興 531-0071 大阪府大阪市北区中津４－４－１１ じゅう器類 家具
株式会社明幸園 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水字西宿１９２１ 農林水産業用品類 植物
株式会社明光堂 652-0804 兵庫県神戸市兵庫区塚本通５丁目２‐３ じゅう器類 家具
明昌機工株式会社 669-3634 兵庫県丹波市氷上町沼１４８ 理化学・計測機器類 理化学機器
明伸工機株式会社 170-0013 東京都豊島区東池袋３－１２－２ 理化学・計測機器類 計測機器
有限会社明進清掃 674-0053 兵庫県明石市松陰６２‐３ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社明治クリックス 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町３‐２８‐８ 役務の提供 害虫駆除
明治コンサルタント株式会社 064-0807 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 理化学・計測機器類 計測機器
株式会社明城製作所 670-0061 兵庫県姫路市西今宿１‐１１‐５５ じゅう器類 ガス・厨房機器
株式会社明青 530-0016 大阪府大阪市北区中崎３－１－２ 印刷類 青写真
明正産業 675-1378 兵庫県小野市王子町７８４－５ 理化学・計測機器類 理化学機器
明星電気株式会社 372-8585 群馬県伊勢崎市長沼町２２２３番地 理化学・計測機器類 環境機器
名鉄観光サービス株式会社 450-8577 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番地１９号　住友生命名古屋ビル 役務の提供 旅客運送
名鉄協商株式会社 450-8618 愛知県名古屋市中村区名駅南２‐１４‐１９ リース・レンタル その他リース
株式会社メイテツコム 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目２１番１２号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
名鉄ゴールデン航空株式会社 136-0076 東京都江東区南砂７－１２－４　東東京流通センター　Ｂ棟　６階 役務の提供 その他運送
株式会社明電エンジニアリング 141-8607 東京都品川区大崎三丁目７番９号 役務の提供 設備保守・管理
株式会社明電舎 141-6029 東京都品川区大崎二丁目１番１号 一般機械器具設備類 電気設備
明電ファシリティサービス株式会社 141-0032 東京都品川区大崎２丁目８番１号 役務の提供 その他役務
メイドバイジャパン株式会社 150-0036 東京都渋谷区南平台町１５－１０プチビル５階 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
名阪食品株式会社 633-0065 奈良県桜井市大字吉備４５２－７ 役務の提供 その他役務
合資会社明美スポーツ 674-0051 兵庫県明石市大久保町大窪５９７番地の５ その他物品類 スポーツ用品
株式会社名豊 460-0017 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社明和園芸 655-0861 兵庫県神戸市垂水区下畑町字前田４１ 役務の提供 その他役務
有限会社明和興業 651-2404 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷１５３３番１ 役務の提供 産業廃棄物処理
明和工業株式会社 950-1348 新潟県新潟市西蒲区打越１３５番地１ 工事用材料類 管工事材料
株式会社明和工務店 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町７丁目４番３ 役務の提供 設備保守・管理
明和デンキ 669-5364 兵庫県豊岡市日高町庄境９９‐３ 一般機械器具設備類 家電製品
メインテック株式会社 650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町２－１－１０ 役務の提供 建物保守・管理
株式会社目坂自動車 678-0255 兵庫県赤穂市新田古浜１０６ 船舶・車両類 車両部品及び修理
メタウォーター株式会社 101-0041 東京都千代田区神田須田町１－２５ 役務の提供 設備保守・管理
メタウォーターサービス株式会社 101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 役務の提供 建物保守・管理
株式会社メックコミュニケーションズ 650-0004 兵庫県神戸市中央区４丁目３－６ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社メット 599-8238 大阪府堺市中区土師町四丁５番１７号 役務の提供 清掃業務（屋外）
メディアエムジー株式会社 163-0805 東京都新宿区西新宿２‐４‐１新宿ＮＳビル５階 役務の提供 広告
株式会社メディウムジャパン 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄１－４－１４ リース・レンタル その他リース
株式会社メディカル・コンシェルジュ 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号 役務の提供 人材派遣
株式会社メディカルエージェンシー 101-0061 東京都千代田区神田三崎町２丁目１８番５号 役務の提供 その他役務
株式会社メディカルサービス明和 730-0005 広島県広島市中区西白島町１３－３０ 医療・薬品類 衛生材料
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株式会社メディシステムソリューション 140-0002 東京都品川区東品川２－２－２０　天王洲オーシャンスクエア２２階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
有限会社メディスコ 666-0244 兵庫県川辺郡猪名川町上野字愛宕山２番地の４ 役務の提供 その他役務
株式会社メディスポ 651-0066 兵庫県神戸市中央区国香通３丁目１‐２ 役務の提供 その他清掃
株式会社メディセオ 104-8464 東京都中央区八重洲２丁目７番１５号 医療・薬品類 医療用薬品
株式会社メディテイク 572-0822 大阪府寝屋川市木田元宮１－１８－５ 医療・薬品類 医療機器
メディフォン株式会社 107-0052 東京都港区赤坂六丁目１４番２号　赤坂倉橋ビル３階 役務の提供 その他役務
株式会社メディブレーン 540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町二丁目４番１４号 役務の提供 その他役務
株式会社メトロテック 243-0419 神奈川県海老名市大谷北２－２５－３５ 理化学・計測機器類 計測機器
株式会社メドケア 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町１丁目３－１４ニュー淡路町ビル５Ｆ 医療・薬品類 医療機器
株式会社メドックス 570-0041 大阪府守口市東郷通３丁目９番１４号 リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
株式会社メルサ 668-0053 兵庫県豊岡市九日市中町２４４－２ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
株式会社メンテナンスケア 660-0052 兵庫県尼崎市七松町１丁目２番１－５０１ 役務の提供 清掃業務（建物）
有限会社メンブレン関西 670-0986 兵庫県姫路市苫編６７６－１２ 工事用材料類 その他工事用材料類
株式会社毛利マーク 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目１０‐２１ 百貨・日用品類 記章・バッジ
ＭＯＧコンサルタント株式会社 596-0043 大阪府岸和田市宮前町２０番２０号 役務の提供 各種調査・研究
本池造園 670-0063 兵庫県姫路市下手野４－６－５５ 農林水産業用品類 肥料
合名会社元町福芳商店 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通５‐７‐６ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
株式会社モトヤマ 530-0043 大阪府大阪市北区天満１－１５－１３ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社モノ 919-0441 福井県坂井市春江町定重１－５－３ その他物品類 その他物品類
株式会社モモタロー 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通７‐２‐１２ じゅう器類 幕・テント・看板
有限会社モリイ 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津８４５―１１ 百貨・日用品類 荒物雑貨
株式会社森井書房 671-1143 兵庫県姫路市大津区天満４１７ その他物品類 書籍
株式会社　森岡楽器 663-8137 兵庫県西宮市池開町１－３５　木田ビル２階 その他物品類 楽器
株式会社森岡造園 651-2205 兵庫県神戸市西区押部谷町養田４４５‐１ 役務の提供 建物保守・管理
株式会社森口 665-0866 兵庫県宝塚市星の荘２７‐１２ 役務の提供 森林整備
森興業株式会社 671-1551 兵庫県揖保郡太子町馬場１７１－１ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社森崎組 678-0222 兵庫県赤穂市東浜町６１ 役務の提供 森林整備
株式会社モリサワ 556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東２‐６‐２５ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社モリタ 669-1339 兵庫県三田市テクノパーク１番地の５ 船舶・車両類 車両販売
有限会社森田園芸 655-0852 兵庫県神戸市垂水区名谷町３０９０番地 役務の提供 清掃業務（屋外）
森田園芸 675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山６８４‐１ 役務の提供 その他役務
森田造園土木株式会社 673-0521 兵庫県三木市志染町青山５‐２２‐５ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社モリタテクノス 669-1339 兵庫県三田市テクノパーク３２番地 船舶・車両類 車両販売
株式会社森田鉄工所 340-0121 埼玉県幸手市大字上吉羽２１００番地３３ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
有限会社森田電気設備 656-2311 兵庫県淡路市久留麻２４９‐５ 一般機械器具設備類 電気設備
森田電気設備管理事務所 669-5201 兵庫県朝来市和田山町和田山９１‐２ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社森田電材 670-0961 兵庫県姫路市南畝町５９２ 工事用材料類 電気工事材料
株式会社守谷商会 103-8680 東京都中央区八重洲１‐４‐２２ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社もりでんき 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢４８３‐７ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社森永商店 654-0043 兵庫県神戸市須磨区外浜町２‐１‐２６ 一般機械器具設備類 消防機器
有限会社森の家 669-5261 兵庫県朝来市和田山町枚田７５６ じゅう器類 家具
株式会社森のエネルギー研究所 205-0001 東京都羽村市小作台１‐４‐２１ＫＴＤキョーワビル小作台 役務の提供 各種調査・研究
森平舞台機構株式会社 111-0033 東京都台東区花川戸二丁目１１番２号 じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社モリミツ 550-0026 大阪府大阪市西区安治川２丁目１‐２８ リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
株式会社モリモト 667-0024 兵庫県養父市八鹿町朝倉４０１－７ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社森本商店 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通１丁目４番１４号 じゅう器類 ガス・厨房機器
森本誠文舎印刷所 669-2211 兵庫県丹波篠山市大沢新１３６‐９ 印刷類 活平版印刷
守山石油株式会社 669-6747 兵庫県美方郡新温泉町浜坂２５９１－１ 燃料・動力類 石油
森山電気設備管理事務所 669-1322 兵庫県三田市すずかけ台１－２２－１８ 役務の提供 設備保守・管理
モリヤマ電機通信工業株式会社 658-0016 兵庫県神戸市東灘区本山中町三丁目６－２２－１０３ 役務の提供 設備保守・管理
森山美術印刷株式会社 670-0016 兵庫県姫路市坂元町６０ 印刷類 活平版印刷
株式会社ヤオシン 669-3314 兵庫県丹波市柏原町挙田１０２ 工事用材料類 木材
株式会社ヤカグループ 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１‐４５ 印刷類 特殊印刷
株式会社やぎ楽器 671-1116 兵庫県姫路市広畑区正門通２丁目１－１１ その他物品類 楽器
有限会社八木凸版印刷 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町１３０ 印刷類 活平版印刷
合名会社柳生印刷所 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤５６８ 印刷類 活平版印刷
夜久電気設備管理事務所 679-3302 兵庫県朝来市生野町円山５１７番地 役務の提供 設備保守・管理
八洲薬品株式会社 567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ７丁目７番１８号彩都バイオヒルズセンター 医療・薬品類 工業用薬品
社印刷所 673-1431 兵庫県加東市社８０４番地 印刷類 軽印刷
社ガス有限会社 673-1431 兵庫県加東市社５２９‐４ 燃料・動力類 LPガス
社スポーツ 673-1431 兵庫県加東市社１７３８‐６５ その他物品類 スポーツ用品
ヤシロ造園株式会社 651-2242 兵庫県神戸市西区井吹台東町１‐３‐１Ａ‐１０３ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社安井書店 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎９０番地 文具・事務用機器類 文具・事務用品
安田株式会社 500-8752 岐阜県岐阜市鶴田町三丁目二十四番地 工事用材料類 管工事材料
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安田クリーニング 679-4133 兵庫県たつの市誉田町誉９３番地 役務の提供 その他役務
安原電気設備管理事務所 671-2217 兵庫県姫路市町田１２５ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ヤスヒラ 670-0981 兵庫県姫路市西庄甲１０８ 一般機械器具設備類 工作機器
株式会社安福住設 674-0051 兵庫県明石市大久保町大窪１５１９番地の７ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社安福冷暖 651-2411 兵庫県神戸市西区上新地１－１－６ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社安室組コーポレーション 670-0065 兵庫県姫路市上手野４２１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社野生鳥獣対策連携センター 669-3811 兵庫県丹波市青垣町佐治９４番地ー２ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社野生動物保護管理事務所 192-0031 東京都八王子市小宮町９２２－７ 役務の提供 各種調査・研究
八千代エンジニヤリング株式会社 111-8648 東京都台東区浅草橋５－２０－８ 役務の提供 各種調査・研究
八千代ケアサポート株式会社 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原１３９３－２ 医療・薬品類 医療機器
株式会社ヤナギハラ 678-1182 兵庫県赤穂市有年原２８２‐１ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
矢納自動車 670-6804 兵庫県姫路市保城３２８‐１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
ヤノ運動用品株式会社 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町３－８－１ その他物品類 スポーツ用品
株式会社矢野経済研究所 164-8620 東京都中野区本町２－４６－２ 役務の提供 各種調査・研究
矢野商事株式会社 672-8070 兵庫県姫路市飾磨区加茂東７３７ じゅう器類 家具
矢野電気工事株式会社 654-0024 兵庫県神戸市須磨区大田町４－２－２２ 工事用材料類 電気工事材料
薮内産業株式会社 551-0002 大阪府大阪市大正区三軒家東１丁目１２番２７号 一般機械器具設備類 工作機器
公益社団法人養父市シルバー人材センター 667-0022 兵庫県養父市八鹿町下網場６１０－５ 役務の提供 清掃業務（建物）
養父市森林組合 667-0101 兵庫県養父市広谷２５５ 役務の提供 森林整備
株式会社ヤマイチテクノ 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町２‐４‐８ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
有限会社ヤマイチ文具 664-0842 兵庫県伊丹市森本２－５６－２０ 文具・事務用機器類 文具・事務用品
山内紙器 615-0852 京都府京都市右京区西京極西川町１５番地 文具・事務用機器類 その他文具・事務用機器
ヤマカツ株式会社 650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通２－１－５シグマコーポレーション神戸ビル４０１号 役務の提供 清掃業務（建物）
山川電気設備管理事務所 669-1545 兵庫県三田市狭間が丘５丁目４番３棟５０７ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ヤマガタ 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町３丁目１番２７号 印刷類 活平版印刷
山喜産業株式会社 671-0245 兵庫県姫路市四郷町明田８３‐１ リース・レンタル その他リース
ＹＡＭＡＱ株式会社 679-2101 兵庫県姫路市船津町３９６０－３ 農林水産業用品類 植物
株式会社山久 547-0027 大阪府大阪市平野区喜連１丁目９番３５号 その他物品類 嗜好品
株式会社ヤマキンメタル 656-1322 兵庫県洲本市五色町鮎原上８５１‐３ 役務の提供 資源回収
株式会社山口シネマ 101-0032 東京都千代田区岩本町１－１１－２ 役務の提供 その他役務
株式会社山口電機 675-0053 兵庫県加古川市米田町船頭５２３－１ 一般機械器具設備類 電気設備
山口電気工業株式会社 651-2131 兵庫県神戸市西区持子３丁目５２番地の２ 一般機械器具設備類 消防機器
有限会社山口屋商店 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂１２２８‐２ 燃料・動力類 LPガス
株式会社ヤマサ環境エンジニアリング 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜３丁目２番２号 役務の提供 産業廃棄物処理
山崎クリーン有限会社 671-2516 兵庫県宍粟市山崎町三津１８６－１ 役務の提供 その他清掃
山崎工業株式会社 538-0041 大阪府大阪市鶴見区今津北３－７－３１ 工事用材料類 その他工事用材料類
株式会社山崎電設 674-0083 兵庫県明石市魚住町住吉２丁目１０番５号 一般機械器具設備類 家電製品
有限会社ヤマサ清掃社 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜３丁目２番２号 役務の提供 産業廃棄物処理
ヤマサ設備工業株式会社 671-1227 兵庫県姫路市網干区和久３８７‐５ 役務の提供 その他清掃
株式会社山下造園 669-1355 兵庫県三田市長坂４９４ 農林水産業用品類 植物
山下電気設備管理事務所 651-1505 兵庫県神戸市北区道場町日下部８３１－１セモア２０３ 役務の提供 設備保守・管理
やました電業株式会社 656-0101 兵庫県洲本市納３１７ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社ヤマタネ 135-0044 東京都江東区越中島一丁目１番１号 役務の提供 その他役務
株式会社ヤマダ環境サービス 670-0811 兵庫県姫路市野里字二本松５１ 百貨・日用品類 その他記念品・日用品類
山田事務機株式会社 668-0033 兵庫県豊岡市中央町５‐１６ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
山田茶園 661-0979 兵庫県尼崎市上坂部３丁目３‐１１ その他物品類 嗜好品
株式会社ヤマダデンキ 370-0841 群馬県高崎市栄町１‐１ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
山忠商事株式会社 669-3301 兵庫県丹波市柏原町南多田４７８番地１ 農林水産業用品類 動物・飼料
株式会社ヤマデン 670-0064 兵庫県姫路市東夢前台１丁目３－３０ 一般機械器具設備類 電気設備
ヤマト運輸株式会社 104-0061 東京都中央区銀座２－１６－１０ 役務の提供 その他運送
株式会社大和工業所 660-0843 兵庫県尼崎市東海岸町１番地の４３ 役務の提供 その他役務
株式会社やまと商会 652-0802 兵庫県神戸市兵庫区水木通１丁目３番１１号 一般機械器具設備類 消防機器
大和商事株式会社 671-1133 兵庫県姫路市大津区吉美３８０ 役務の提供 産業廃棄物処理
ヤマトスチール株式会社 671-1133 兵庫県姫路市大津区吉美３８０ 役務の提供 産業廃棄物処理
大和製衡株式会社 673-0849 兵庫県明石市茶園場町５‐２２ 理化学・計測機器類 計測機器
有限会社ヤマト測量 670-0906 兵庫県姫路市博労町１１９ 印刷類 青写真
株式会社大和速記情報センター 105-0004 東京都港区新橋５－１３－１ 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
ヤマト屋 668-0042 兵庫県豊岡市京町８番６号 百貨・日用品類 荒物雑貨
大和薬品株式会社 670-0935 兵庫県姫路市北条口１－５９ 医療・薬品類 工業用薬品
ヤマトヨ産業株式会社 577-0066 大阪府東大阪市高井田本通７‐７‐１９ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
ヤマトリース 668-0025 兵庫県豊岡市幸町 リース・レンタル その他リース
有限会社山中掬水緑化 669-3832 兵庫県丹波市青垣町遠阪１６０４ 農林水産業用品類 植物
山名總鉄酸素株式会社 673-0897 兵庫県明石市大観町１３‐１０ 燃料・動力類 高圧ガス
株式会社ヤマニシ 986-0843 宮城県石巻市西浜町１‐２ 船舶・車両類 船舶新造
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株式会社ヤマネ 561-0832 大阪府豊中市庄内西町５－１－７６ 役務の提供 その他役務
山根電気設備管理事務所 667-1105 兵庫県養父市関宮７４７－５ 役務の提供 設備保守・管理
山野印刷株式会社 670-0982 兵庫県姫路市岡田４７９番地 印刷類 フォーム印刷
有限会社山之内造園 671-2215 兵庫県姫路市夢前町又坂４５‐１ 農林水産業用品類 植物
株式会社ヤマノデンキ 678-0221 兵庫県赤穂市尾崎３９１０番地 一般機械器具設備類 家電製品
ヤマハサウンドシステム株式会社 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町４１番１２号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社山羽造園 651-1331 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃４０３８－７ 役務の提供 森林整備
山畠電気設備管理事務所 656-0121 兵庫県南あわじ市山添４２０－３ 役務の提供 設備保守・管理
ヤマハ発動機株式会社 438-8501 静岡県磐田市新貝２５００番地 役務の提供 建物保守・管理
ヤマハ発動機販売株式会社 144-0035 東京都大田区南蒲田２丁目１６－２ 船舶・車両類 その他車両類
株式会社ヤマハ藤田 670-0012 兵庫県姫路市本町１５５番地 船舶・車両類 船舶部品及び修理
株式会社ヤマハミュージックリテイリング 108-8568 東京都港区高輪２－１７－１１ その他物品類 楽器
有限会社ヤマモトエフディエス 662-0864 兵庫県西宮市越水町７‐７ 役務の提供 設備保守・管理
山本環境整備株式会社 663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目６番 役務の提供 建物保守・管理
有限会社山本楽器店 656-0025 兵庫県洲本市本町五丁目３番８号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
山本産業株式会社 670-0946 兵庫県姫路市北条永良１３８番地 役務の提供 設備保守・管理
山本スポーツ店 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤１５７－１ その他物品類 スポーツ用品
株式会社山本総合防災 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池３丁目５番１８号 役務の提供 設備保守・管理
山本大三商店 651-0079 兵庫県神戸市中央区東雲通２－３－７ 役務の提供 産業廃棄物処理
山本電工株式会社 662-0928 兵庫県西宮市石在町１１番１０号 リース・レンタル その他リース
株式会社山本政清商店 660-0881 兵庫県尼崎市昭和通４－１３１ 一般機械器具設備類 建設機器
山脇酸素株式会社 722-0052 広島県尾道市山波町３０３８－３ リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
山脇電気設備管理事務所 671-1234 兵庫県姫路市網干区新在家２６４－１４ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社やよい 670-0936 兵庫県姫路市古二階町３番地 医療・薬品類 医療機器
弥生造園株式会社 655-0852 兵庫県神戸市垂水区名谷町３０８０番地 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社ＹＡＲＵＳＨＩＫＡ 950-0991 新潟県新潟市中央区下所島二丁目８番１４号 役務の提供 清掃業務（建物）
ヤンマーアグリジャパン株式会社 530-0014 大阪府大阪市北区鶴野町１番９号 農林水産業用品類 農林水産業用機器
ヤンマーエネルギーシステム株式会社 530-0014 大阪府大阪市北区鶴野町１番９号 役務の提供 設備保守・管理
ヤンマー舶用システム株式会社 664-0851 兵庫県伊丹市中央３－１－１７ 船舶・車両類 船舶新造
株式会社ユー・エス・メイト 668-0871 兵庫県豊岡市梶原４２０‐１ 農林水産業用品類 農林水産業用薬品
株式会社ユーアールエー 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通５番地 船舶・車両類 船舶部品及び修理
株式会社ＵＲリンケージ 135-0016 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 役務の提供 人材派遣
株式会社ユーエヌ土地利用研究所 540-0026 大阪府大阪市中央区内本町２丁目２番１４号ＧＳハイム内本町８０２号 役務の提供 各種調査・研究
ユーザックシステム株式会社 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町１－６－１０　ＪＰビル３Ｆ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ユーシステム 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通４丁目２番１５号　三宮米本ビル４階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ユーテック 679-5205 兵庫県佐用郡佐用町安川２０５ー１ 役務の提供 森林整備
ＵＤトラックス株式会社 362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目１番地 船舶・車両類 車両販売
ユーユートラスト株式会社 662-0914 兵庫県西宮市本町８－１８ 役務の提供 清掃業務（建物）
ユーロフィン日本総研株式会社 430-0837 静岡県浜松市南区西島町１６２２ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ユアーショップ 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場１－１３－２０ 百貨・日用品類 その他記念品・日用品類
株式会社ユアーズブレーン 730-0042 広島県広島市中区国泰寺町一丁目３番２９号 役務の提供 その他役務
株式会社ユアサ 662-0973 兵庫県西宮市田中町４番１０－２号 百貨・日用品類 荒物雑貨
ユアサエムアンドビー株式会社 530-6127 大阪府大阪市北区中之島３丁目３番２３号 一般機械器具設備類 電気設備
ユアサ商事株式会社 101-8580 東京都千代田区神田美土代町７番地 一般機械器具設備類 工作機器
ユアサネオテック株式会社 101-0053 東京都千代田区神田美土代町９番地１ 一般機械器具設備類 工作機器
一般社団法人ＵＡＳ多用推進技術会 673-0844 兵庫県明石市東野町１９１７－１ 役務の提供 イベント等企画
特定非営利活動法人有害鳥獣捕獲隊マタギの会 679-4002 兵庫県たつの市揖西町中垣内甲１４７１番地６２ 役務の提供 その他役務
悠久エンジ 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎３－１５－５ 役務の提供 設備保守・管理
夕雲舎株式会社 670-0025 兵庫県姫路市材木町９ 役務の提供 広告
有限会社エム・ティー・エス販売 650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通５丁目１－１３ 医療・薬品類 医療機器
有限会社　荻野電気管理 679-0321 兵庫県西脇市黒田庄町田高２５５番地の１ 役務の提供 設備保守・管理
有限会社ニューメディア 670-0982 兵庫県姫路市岡田３５０－１ その他物品類 その他物品類
有限会社森田教材 669-5311 兵庫県豊岡市日高町日置１０７－１ 文具・事務用機器類 教材
友交産業株式会社 581-0844 大阪府八尾市福栄町二丁目３３番地 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社ＵＳＥＮ 141-0021 東京都品川区上大崎三丁目１番１号目黒セントラルスクエア 一般機械器具設備類 通信・音響機器
郵船商事株式会社 105-6134 東京都港区浜松町２‐４‐１　世界貿易センタービル３４階 燃料・動力類 石油
株式会社有電社 160-0023 東京都新宿区西新宿７－７－３０ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
有限会社優仁工業 679-2335 兵庫県神崎郡市川町美佐２９４ 役務の提供 森林整備
祐本医科器械株式会社 670-0923 兵庫県姫路市呉服町７番地 医療・薬品類 医療機器
湯河印刷株式会社 672-8040 兵庫県姫路市飾磨区野田町９３ 印刷類 軽印刷
油研化学　株式会社 671-2244 兵庫県姫路市実法寺８１０ 燃料・動力類 石油
株式会社ゆこゆこ 104-0061 東京都中央区銀座２－３－６銀座並木通りビル 役務の提供 広告
ユサコ株式会社 106-0044 東京都港区東麻布２丁目１７番１２号 その他物品類 書籍
株式会社ゆずりは 664-0852 兵庫県伊丹市南本町１－２－１０ 医療・薬品類 医療機器
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豊建装株式会社 652-0803 兵庫県神戸市兵庫区大開通１０－３－３ 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
豊産業株式会社 678-0041 兵庫県相生市相生５１１７ 船舶・車両類 船舶新造
株式会社裕商事 673-0435 兵庫県三木市別所町高木６２２番地の１ 工事用材料類 砂利・砂・土
株式会社豊電機工業所 660-0087 兵庫県尼崎市平左衛門町１８－４８ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ユタカ防災 661-0025 兵庫県尼崎市立花町３－１－２ 役務の提供 設備保守・管理
ユナイテッドシルク株式会社 790-0004 愛媛県松山市大街道三丁目２番８号 医療・薬品類 その他医療・薬品類
ユニアデックス株式会社 135-8560 東京都江東区豊洲１－１－１ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社ユニオン 669-1529 兵庫県三田市中央町１１‐７‐２ 役務の提供 産業廃棄物処理
有限会社ユニオン・サービス 664-0008 兵庫県伊丹市荒牧南２丁目１番５号 役務の提供 その他清掃
株式会社ユニオン・データーサービス 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通５丁目１番３号 役務の提供 その他電算業務
株式会社ユニオンアルファ 675-0018 兵庫県加古川市野口町坂元３２９－６０ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社ユニットコム 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋４丁目１６番１号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社ユニバーサルエクスプレス 456-0051 愛知県名古屋市熱田区四番一丁目１０－４ 役務の提供 その他運送
株式会社ユニバーサルサービス 653-0036 兵庫県神戸市長田区久保町１－２－１３ 役務の提供 清掃業務（建物）
ユニバーサル事務機株式会社 673-0402 兵庫県三木市加佐２９５－１ リース・レンタル リース（事務機器）
株式会社ユニホー 465-0093 愛知県名古屋市名東区一社３－７ 役務の提供 建物保守・管理
株式会社ユニマットライフ 107-0062 東京都港区南青山２－１２－１４ユニマット青山ビル その他物品類 嗜好品
株式会社ユニワーク 620-0855 京都府福知山市土師新町３丁目１１番地 百貨・日用品類 衣類
湯原ナーセリー 656-2311 兵庫県淡路市久留麻３５５‐５ 農林水産業用品類 植物
株式会社ユビキたス 160-0022 東京都新宿区新宿五丁目１１番地１３号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社ユビニティー 141-0022 東京都品川区東五反田１－１０－１０　オフィスＴ＆Ｕ　１０Ｆ 燃料・動力類 電力
株式会社夢クリーン 671-2116 兵庫県姫路市夢前町寺２０９８‐３１ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社　夢工房 580-0002 大阪府松原市小川五丁目２７番３４号 じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社夢工房 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通二丁目１番９号　ＴＳＫＫ神戸４階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社夢ふぉと 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－２－１７－７階 その他物品類 写真
株式会社由利 668-0011 兵庫県豊岡市上陰１６４番地５ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
有限会社八鹿印刷所 662-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿７９７ 印刷類 活平版印刷
株式会社陽春園植物場 665-0885 兵庫県宝塚市山本台１－６－３３ 農林水産業用品類 植物
有限会社陽樹園 651-2128 兵庫県神戸市西区玉津町今津１６ 役務の提供 その他役務
ヨコオエンジニアリング株式会社 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町１‐３５４ 役務の提供 設備保守・管理
横河商事株式会社 141-0031 東京都品川区西五反田３－６－２１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
横河ソリューションサービス株式会社 180-8750 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 役務の提供 設備保守・管理
ヨコガワ文具店 078-0239 兵庫県赤穂市加里屋２１８８‐１４ じゅう器類 家具
横田慎一公認会計士事務所 538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤１丁目１２番１３－２０７ 役務の提供 その他役務
横田石油株式会社 672-8666 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒１４７ 燃料・動力類 石油
株式会社横谷 669-3157 兵庫県丹波市山南町和田２５５ 工事用材料類 建具
横田瀝青興業株式会社 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江９９５ 燃料・動力類 石油
横手産業株式会社 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島４－２－２１ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
横浜エレベータ株式会社 231-0025 神奈川県横浜市中区松影町２丁目８‐６ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ヨコハマタイヤジャパン 105-8685 東京都港区新橋５‐３６‐１１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
ヨコモリ電池屋コーポレーション 151-0073 東京都渋谷区笹塚３ー３３ー４ 文具・事務用機器類 その他文具・事務用機器
株式会社横山建設工業 673-1434 兵庫県加東市東実１０５番地２６０ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社横山サポートテック 678-0232 兵庫県赤穂市中広１３７０番地の１ 役務の提供 産業廃棄物処理
横山製薬株式会社 673-0882 兵庫県明石市相生町２－２－１６ 医療・薬品類 医療用薬品
株式会社横山石油店 678-1231 兵庫県赤穂郡上郡町上郡１０１‐１ 燃料・動力類 石油
吉井電気設備管理事務所 671-1301 兵庫県たつの市御津町黒崎３７６番地１０ 役務の提供 設備保守・管理
吉岡興業株式会社 652-0898 兵庫県神戸市兵庫区駅前通２‐２‐６ 一般機械器具設備類 工作機器
株式会社吉岡商店 651-0813 兵庫県神戸市兵庫区１丁目２番３号 じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社吉岡清掃 658-0044 兵庫県神戸市東灘区御影塚町１丁目４番３号 役務の提供 産業廃棄物処理
吉岡電気工業株式会社 660-0071 兵庫県尼崎市崇徳院三丁目５２番地２ 一般機械器具設備類 電気設備
芳川紙業株式会社 666-0025 兵庫県川西市加茂６丁目１０３‐４ 百貨・日用品類 その他記念品・日用品類
吉川商事株式会社 541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町２‐１‐７　本町和光ビル内 工事用材料類 道路保安用品
有限会社吉川肥料店 673-0882 兵庫県明石市相生町２丁目４番１７号 農林水産業用品類 肥料
株式会社吉宗 668-0021 兵庫県豊岡市泉町７‐１９ 燃料・動力類 石油
株式会社吉谷機械製作所 680-0921 鳥取県鳥取市古海３５６番地１ 船舶・車両類 車両販売
吉谷農芸株式会社 668-0026 兵庫県豊岡市元町１－３ 農林水産業用品類 植物
株式会社吉田勝恵商店 652-0047 兵庫県神戸市兵庫区下沢通１－１－１７－２１５ 医療・薬品類 医療機器
ヨシダ楽器 677-0015 兵庫県西脇市西脇９８３－８ その他物品類 楽器
吉田実業株式会社 651-2413 兵庫県神戸市西区福吉台二丁目８番地の１３ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社吉田生物研究所 607-8454 京都府京都市山科区厨子奥苗代元町３１ 役務の提供 その他役務
吉田体機工業株式会社 545-0043 大阪府大阪市阿倍野区松虫通３‐８‐４ その他物品類 スポーツ用品
吉見電気設備管理事務所 657-0063 兵庫県神戸市灘区曽和町２丁目６‐４ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社吉本自動車 669-5152 兵庫県朝来市山東町楽音寺２４ 船舶・車両類 車両部品及び修理
吉本電気設備 671-2131 兵庫県姫路市夢前町戸倉８８１－１ 役務の提供 設備保守・管理
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株式会社吉本宝文堂 675-1343 兵庫県小野市耒住町８８３－２ 印刷類 活平版印刷
淀川食品株式会社 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中１－１－２ 役務の提供 その他役務
株式会社米倉製作所 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋４丁目４番３号 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
米沢ラジオ商会 668-0224 兵庫県豊岡市出石町本町４７番地 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社ヨネ商会 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通４丁目２番２０号 船舶・車両類 車両部品及び修理
米田産業株式会社 652-0831 兵庫県神戸市兵庫区七宮町１丁目６－１８ 工事用材料類 道路保安用品
株式会社米田電気商会 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野２４５８ 一般機械器具設備類 電気設備
株式会社米安商会 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯３３８番地の１ 燃料・動力類 LPガス
株式会社読売大阪プリントメディア 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町３番１４号 印刷類 活平版印刷
株式会社読売テレビエンタープライズ 540-8510 大阪府大阪市中央区城見一丁目３番５０号 役務の提供 広告
讀賣テレビ放送株式会社 540-8510 大阪府大阪市中央区城見一丁目３番５０号 役務の提供 イベント等企画
株式会社讀賣連合広告社 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町５‐９ 役務の提供 広告
株式会社讀宣 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町５－９ 役務の提供 広告
ヨリフジ建設株式会社 673-1415 兵庫県加東市下久米１０４４ じゅう器類 家具
株式会社ヨロチョー 668-0011 兵庫県豊岡市上陰１７４－１ リース・レンタル その他リース
株式会社ライオン屋 660-0881 兵庫県尼崎市昭和通４丁目１３３番地 百貨・日用品類 衣類
ライクアカデミー株式会社 150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目１２番１号　渋谷マークシティウェスト 役務の提供 その他役務
ライクスタッフィング株式会社　大阪本社 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番１号梅田阪急ビルオフィスタワー１９階 役務の提供 人材派遣
株式会社ライジングサンセキュリティーサービス 150-0002 東京都渋谷区渋谷２丁目１５－１ 役務の提供 警備業務
弁護士法人ライズ綜合法律事務所 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町１－１ミナトビル５Ｆ 役務の提供 その他役務
株式会社ライズファクトリー 102-0072 東京都千代田区飯田橋二丁目１番４号　日東九段ビル６階 役務の提供 イベント等企画
ライズメディカル株式会社 592-0013 大阪府高石市取石５丁目４－２８ 医療・薬品類 医療機器
株式会社ライダース・パブリシティ 102-0094 東京都千代田区紀尾井町１‐９ 役務の提供 広告
有限会社ライチョウシステムズ 651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町１３８－７ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ライト 564-0053 大阪府吹田市江の木町１０番３４号 一般機械器具設備類 家電製品
ライトアンドリヒト株式会社 105-0014 東京都港区芝二丁目５番１０号 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社ライト黒板製作所 669-1526 兵庫県神戸市北区道場町塩田５９０番地 文具・事務用機器類 教材
株式会社ライトテック 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江１‐１２‐１９四ツ橋スタービル５階 医療・薬品類 医療機器
株式会社ライトリー 575-0042 大阪府四条畷市蔀屋本町２－６ 役務の提供 その他電算業務
株式会社Ｌｉｆｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｊａｐａｎ 674-0063 兵庫県明石市大久保町八木５８０番地の３ 医療・薬品類 衛生材料
らいふ広告 679-2123 兵庫県姫路市豊富町豊富４００－１ 役務の提供 その他運送
株式会社ライフポート西洋 102-0074 東京都千代田区九段南２－４－１６　 役務の提供 建物保守・管理
ＬｉｂｒａｒｙＣｏｎｔｅｎｔｓＳｅｒｖｉｃｅ株式会社 101-0035 東京都千代田区神田紺屋町２０番地１ その他物品類 楽器
有限会社ライラック 665-0845 兵庫県宝塚市栄町３丁目１番１７の１０５号 百貨・日用品類 寝具・その他の繊維類
ラインファルト工業株式会社 590-0937 大阪府堺市堺区宿屋町西三丁１番６号 工事用材料類 道路保安用品
株式会社洛北義肢 603-8487 京都府京都市北区大北山原谷乾町２２―１６ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
株式会社ラジオ関西 650-8580 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目５番７号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ラジオ関西プロダクツ 650-8580 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－５－７ 役務の提供 イベント等企画
株式会社ラスコジャパン 673-0451 兵庫県三木市別所町近藤１９０‐１ その他物品類 その他物品類
株式会社ラピスジャパン 668-0082 兵庫県豊岡市庄１０３－３ 一般機械器具設備類 家電製品
株式会社ラピスネット 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西３－１－１０ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社ラヴェリオリンクスタッフ 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島４－１３－２２　大拓ビル１７　５Ｆ 役務の提供 人材派遣
株式会社ラ・ユニーク 542-0072 大阪府大阪市中央区高津１丁目３番５ 役務の提供 清掃業務（建物）
Ｌａｎｇｕａｇｅ　Ｂｒｉｄｇｅ合同会社 576-0033 大阪府交野市私市６丁目３８番１０－６号 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
ランスタッド株式会社 102-8578 東京都千代田区紀尾井町４－１ニューオータニガーデンコート２１Ｆ 役務の提供 人材派遣
株式会社ランドグリーン 657-0022 兵庫県神戸市灘区土山町８－１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社ランドスケープ 666-0112 兵庫県川西市大和西３‐１５‐５ 工事用材料類 その他工事用材料類
ランドブレイン株式会社 102-0093 東京都千代田区平河町１‐２‐１０ 役務の提供 各種調査・研究
ランバージャック 667-0305 兵庫県養父市大屋町夏梅２５２ 役務の提供 森林整備
株式会社リージェンシー 160-0023 東京都新宿区西新宿３－１－５ 役務の提供 人材派遣
有限会社リーストワーク 651-2144 兵庫県神戸市西区小山３―１１―５ 印刷類 活平版印刷
合同会社リアルマーグ 537-0022 大阪府大阪市東成区中本１－９－２１－７０１ 百貨・日用品類 その他記念品・日用品類
リアンコーポレーション株式会社 599-8114 大阪府堺市東区日置荘西町３－５－４ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社リィツメディカル 441-0104 愛知県豊川市平井町東野地２４番地３ 医療・薬品類 医療機器
リエスパワーネクスト株式会社 170-0013 東京都豊島区東池袋４－２１－１ 燃料・動力類 電力
リオンサービスセンター株式会社 192-0918 東京都八王子市兵衛二丁目２２番２号 役務の提供 その他役務
株式会社リガク 196-8666 東京都昭島市松原町３‐９‐１２ 理化学・計測機器類 理化学機器
株式会社理学相原精機 190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原２番２４ 理化学・計測機器類 理化学機器
リクチ漏水調査 161-0032 東京都新宿区中落合３－２１－２ 理化学・計測機器類 その他理化学・計測機器類
株式会社六濤 113-0033 東京都文京区本郷３－１４－３ 医療・薬品類 医療機器
株式会社リクルート 100-6640 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 役務の提供 広告
株式会社リクルートキャリア 100-6640 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 役務の提供 広告
株式会社理経 160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
リコージャパン株式会社 104-8180 東京都大田区中馬込一丁目３番６号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ

87 / 90 ページ



令和２・３・４年度　兵庫県物品関係入札参加資格者名簿 （令和４年４月１日現在）

商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
リコーリース株式会社 102-8563 東京都千代田区紀尾井町４－１ リース・レンタル リース（事務機器）
理想科学工業株式会社 108-8385 東京都港区芝五丁目３４‐７ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社リツメンテナンス 660-0076 兵庫県尼崎市大島２－７－１０ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社Ｒｅｎｅｗｂｅｅ 591-8025 大阪府堺市北区長曾根町１３０番地４２さかい新事業創造センター３１４ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社リバーシステム 673-0891 兵庫県明石市大明石町１丁目７番３３号　大手ビル３階 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
有限会社リバーツリー開発 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通４－１－８－７０５ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社リヴァックス 663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目１番１６号 役務の提供 産業廃棄物処理
リビングＰＤ 670-0955 兵庫県姫路市安田一丁目５８番４ 役務の提供 その他役務
株式会社リブネット 516-0014 三重県伊勢市楠部町乙１３５番地 役務の提供 その他役務
株式会社リミックスポイント 106-0032 東京都港区六本木三丁目２番１号 役務の提供 その他役務
株式会社リメイン 584-0052 大阪府富田林市佐備４０１‐３ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社リュウズ 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通５丁目５番１５－２０６ 役務の提供 イベント等企画
株式会社流通研究所 243-0003 神奈川県厚木市寿町一丁目４番３－２号 役務の提供 その他役務
株式会社竜和自動車整備工場 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本１３１－１ 船舶・車両類 車両部品及び修理
株式会社リョーサン 658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町１丁目１番１０号 文具・事務用機器類 文具・事務用品
菱華石油サービス株式会社 653-0054 兵庫県神戸市長田区長楽町７丁目１番２６号 燃料・動力類 石油
株式会社菱光社 135-0061 東京都江東区豊洲５－４－９ 理化学・計測機器類 理化学機器
菱高冷熱株式会社 676-0011 兵庫県高砂市荒井町小松原４－１５０－３ 一般機械器具設備類 電気設備
菱三印刷株式会社 652-0803 兵庫県神戸市兵庫区大開通２‐２‐１１ 印刷類 活平版印刷
菱電エレベータ施設株式会社 162-8422 東京都新宿区市谷砂土原町２－４ 役務の提供 設備保守・管理
菱電商事株式会社 170-8448 東京都豊島区東池袋３－１５－１５ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社両備システムズ 700-8504 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
菱名工業株式会社 470-0225 愛知県みよし市福田町権現山２９番地の１４５ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社菱友システムズ 105-0023 東京都港区芝浦１丁目２番３号 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社良洋 653-0024 兵庫県神戸市長田区浜添通３丁目１－２５ 役務の提供 その他電算業務
株式会社菱和 553-0003 大阪府大阪市福島区福島六丁目１３－１４ 船舶・車両類 その他車両類
有限会社陵和冷熱工業 675-0062 兵庫県加古川市加古川町美乃利４１６番地の４ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社緑栄 669-5264 兵庫県朝来市和田山町加都８７－２ 農林水産業用品類 植物
株式会社緑翠園 654-0121 兵庫県神戸市須磨区妙法寺岩山１０５４‐４ 役務の提供 その他役務
株式会社緑生研究所 182-0026 東京都調布市小島町二丁目４０番地１０ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社緑星社 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町１６－６ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社緑創 651-2111 兵庫県神戸市西区池上３－１－５－８０４ 役務の提供 その他役務
緑地建設株式会社 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田１５６２－１ 役務の提供 その他役務
株式会社緑化技研 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町三丁目９番１０号清水ビル 役務の提供 森林整備
緑香 661-0014 兵庫県尼崎市尼崎市上ノ島町１－２１－１５ 役務の提供 その他役務
株式会社緑幸園 651-1621 兵庫県神戸市北区淡河町神影２２９ 役務の提供 害虫駆除
りらいあコミュニケーションズ株式会社 151-0053 東京都渋谷区代々木２－６－５ 役務の提供 その他役務
株式会社リンク 850-0032 長崎県長崎市興善町４－１興善ビル７階 役務の提供 広告
株式会社リンクアカデミー 104-0061 東京都中央区銀座４－１２－１５　歌舞伎座タワー 役務の提供 その他役務
株式会社リンクスタッフ 107-0052 東京都港区赤坂４－９－１７ 役務の提供 その他役務
株式会社リングユニオン 678-0176 兵庫県赤穂市南野中４３４ 役務の提供 産業廃棄物処理
株式会社リンケージ 666-0016 兵庫県川西市中央町３－６ 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社リンケージ 104-0061 東京都中央区銀座一丁目１９番１４号 役務の提供 その他役務
株式会社リンシュンドウ 502-0082 岐阜県岐阜市長良東二丁目３７番地ＲＳＤビル 一般機械器具設備類 工作機器
ルーセントライフネス株式会社 533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目１７－５－３０１号室 役務の提供 その他役務
株式会社ルート 650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町８５－１ベイ・ウィング神戸ビル９階 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ルート・ワン 460-0012 愛知県名古屋市中区千代田五丁目６番５号ＢＩＮＫＯビル２階 役務の提供 警備業務
ルートデザイン株式会社 656-0023 兵庫県洲本市小路谷１１２３番地４ 工事用材料類 セメント・アスファルト・コンクリート
株式会社ループテクノ 653-0033 兵庫県神戸市長田区苅藻島町３－８－１６ 役務の提供 設備保守・管理
株式会社ルアル 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町二丁目１番１２ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ルックスライフ・サービス 656-0111 兵庫県洲本市鮎屋８３７番地６ 農林水産業用品類 農林水産業用機器
株式会社ルックメディカル 664-0001 兵庫県伊丹市荒牧７丁目７－２７ 医療・薬品類 医療機器
有限会社ルナ 651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通４‐１‐１６ 文具・事務用機器類 教材
株式会社ルネック 652-0047 兵庫県神戸市兵庫区下沢通４丁目７番３０号 印刷類 活平版印刷
株式会社ルフト・メディカルケア 160-0022 東京都新宿区新宿１－９－７ 役務の提供 その他役務
レイズラボ株式会社 615-0815 京都府京都市右京区西京極中沢町１－１３サンシティ西京極２番館５０１ 百貨・日用品類 衣類
レイワパックス 673-1432 兵庫県加東市大門３６１－１ 百貨・日用品類 その他記念品・日用品類
株式会社レオクラン 566-0001 大阪府摂津市千里丘２丁目４－２６ 医療・薬品類 医療機器
株式会社ＬＥＯＣ 100-0004 東京都千代田区大手町１丁目１－３ 役務の提供 その他役務
レキオス・ウォーター株式会社 900-0004 沖縄県那覇市銘苅２丁目６番２７号 役務の提供 各種調査・研究
株式会社レスキュージャパン 621-0826 京都府亀岡市篠町篠新畑田２３ 一般機械器具設備類 消防機器
レスター工業株式会社 540-0022 大阪府大阪市中央区糸屋町２－３－２ 印刷類 フォーム印刷
株式会社レッツ・コーポレーション 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内２－６－１０ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社レパスト 105-7314 東京都港区東新橋一丁目９番１号 役務の提供 その他役務
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レプラスデザイン株式会社 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江１－９－７ リース・レンタル その他リース
株式会社ＲＥＬＩＥＦ 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１４番２４号 その他物品類 その他物品類
社会福祉法人蓮生会 661-0962 兵庫県尼崎市額田町１２‐１１ 役務の提供 清掃業務（屋外）
株式会社レンタルのニッケン 100-0014 東京都千代田区永田町２‐１４‐２ 役務の提供 イベント等企画
有限会社レンタルハウス 667-0115 兵庫県養父市上箇３３２番地 じゅう器類 幕・テント・看板
有限会社ロータリー楽器 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村２４６８ その他物品類 楽器
株式会社ロータリービジネス 665-0874 兵庫県宝塚市中筋８丁目２１番３８号 印刷類 フォーム印刷
ロータリーミシン電業株式会社 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松３３２ 一般機械器具設備類 家電製品
ローデックス株式会社 679-3121 兵庫県神崎郡神河町上岩１８８‐１ 工事用材料類 道路保安用品
ロードテック株式会社 672-8043 兵庫県姫路市飾磨区上野田５－１１９ 工事用材料類 道路保安用品
ローレル株式会社 649-6305 和歌山県和歌山市谷１１５番地 役務の提供 設備保守・管理
ローレルバンクマシン株式会社 105-8414 東京都港区虎ノ門１‐１‐２ 文具・事務用機器類 その他文具・事務用機器
ロイヤルクリーニングショップ　ＯＫドライ 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２８８８ 役務の提供 クリーニング
企業組合労協センター事業団 170-0013 東京都豊島区東池袋１－４４－３池袋ＩＳＰタマビル 役務の提供 清掃業務（建物）
株式会社ロジカルスタジオ 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町４丁目２ー１本町イシカワビル４Ｆ 役務の提供 広告
ロジスネクスト近畿株式会社 570-0016 大阪府守口市大日東町３５－２ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
ロジスネクスト近畿株式会社 570-0016 大阪府守口市大日東町３５－２ 船舶・車両類 車両販売
六基産業株式会社 663-8124 兵庫県西宮市小松南町１丁目２番５号 役務の提供 設備保守・管理
ロックグリーン株式会社 651-2401 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡字庄太夫場２８９３‐１ 役務の提供 森林整備
六甲音波株式会社 657-0852 兵庫県神戸市灘区大石南町１丁目５番１号 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社六甲サービスセンター 675-0038 兵庫県加古川市加古川町木村８２ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
株式会社六甲商会 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通６‐１‐２３ 文具・事務用機器類 OA機器・サプライ
六光石油株式会社 655-0001 兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山８６８－５ 燃料・動力類 石油
六甲テレコム株式会社 651-0095 兵庫県神戸市中央区旭通１－１－１ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
株式会社六甲バルセ 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通６‐１‐２３ 印刷類 青写真
ロテルド甲子園株式会社 104-0028 東京都中央区八重洲二丁目１０番１０号新八重洲ビル３階 役務の提供 その他役務
ＮＰＯ法人ワーカーズコープかんさい 664-0023 兵庫県伊丹市中野西１丁目１４２番地 役務の提供 清掃業務（屋外）
ＷｏｒｋＷａｙ株式会社 107-0062 東京都港区南青山５－１３－２ 役務の提供 その他役務
株式会社ワークステーション 550-0011 大阪府大阪市西区阿波座一丁目四番四号野村不動産四ツ橋ビル二階 役務の提供 人材派遣
ワークネット株式会社 673-0891 兵庫県明石市大明石町１丁目７‐４　白菊グランドビル８Ｆ 役務の提供 人材派遣
特定非営利活動法人ワーク・ライフ・コンサルタント 654-0071 兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目７－１１兵庫県母子会館３－Ａ 役務の提供 各種調査・研究
株式会社ワーサル 151-0073 東京都渋谷区笹塚２－１８－３ＶＯＲＴ笹塚６Ｆ 役務の提供 その他役務
株式会社ワードワープ 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋３丁目３番３号 役務の提供 筆耕、翻訳等業務
ワールドウォーターバッグ株式会社 546-0003 大阪府大阪市東住吉区今川１丁目６－２３ 一般機械器具設備類 消防機器
一般社団法人ワールドコーディネート 651-1412 兵庫県西宮市山口町下山口５丁目５番５号 医療・薬品類 衛生材料
株式会社ワールドサービス 671-0101 兵庫県姫路市大塩町６５１番地３９ 役務の提供 その他清掃
株式会社ワールドスポーツ 651-2101 兵庫県神戸市西区伊川谷町布施畑６０６ その他物品類 スポーツ用品
ワールドセーフティグラス株式会社 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町５丁目１－１ じゅう器類 幕・テント・看板
株式会社ワールドパーク 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西１－１１－１２ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
ワールドビジネスセンター株式会社 601-8443 京都府京都市南区西九条東御幸田町２５番２ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
株式会社ワールドリンク 540-0039 大阪府大阪市中央区東高麗２－１２アバンダント釣鐘１Ｆ 医療・薬品類 衛生材料
株式会社ワイ・イー・シー 194-0005 東京都町田市南町田３－４４－４５ 役務の提供 その他役務
株式会社ワイエートレード 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南５－１６－１７ 医療・薬品類 その他医療・薬品類
ＹＭ株式会社 660-0064 兵庫県尼崎市１丁目４－６－１ 役務の提供 清掃業務（建物）
有限会社ワイエムエス 660-0872 兵庫県尼崎市玄番北之町２６番地の１－１３０７号 役務の提供 警備業務
ワイコム株式会社 537-0023 大阪府大阪市東成区玉津１－９－１０ 百貨・日用品類 荒物雑貨
株式会社ワイズコーポレーション 537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋２‐７‐２４ 文具・事務用機器類 用紙
ワイズ公共データシステム株式会社 380-0815 長野県長野市田町２１２０－１ 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
Ｙ’ｓ　ｔｒａｄｉｎｇ 651-1202 兵庫県神戸市北区花山中尾台１－２７－６ 印刷類 その他印刷類
株式会社ｙｔｖ　Ｎｅｘｔｒｙ 540-8510 大阪府大阪市中央区城見１－３ー５０ 役務の提供 イベント等企画
株式会社ｙｔｖメディアデザイン 105-7420 東京都港区東新橋１－６－１ 役務の提供 その他電算業務
株式会社ワイテック 654-0162 兵庫県神戸市須磨区神の谷３－３－９ 役務の提供 その他電算業務
株式会社わかくさ印刷 663-8124 兵庫県西宮市小松南町３‐１‐８ 印刷類 活平版印刷
有限会社若葉書房 658-0012 兵庫県神戸市東灘区本庄町三丁目５番１４号 文具・事務用機器類 教材
有限会社わかばやし印刷 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町３‐２‐１９ 印刷類 軽印刷
若林電気設備管理事務所 663-8005 兵庫県西宮市下大市西町４－１３ 一般機械器具設備類 電気設備
有限会社若松産業 675-0061 兵庫県加古川市加古川町大野１１３７－２ 役務の提供 産業廃棄物処理
和歌山航測株式会社 640-8481 和歌山県和歌山市直川３７５番地の５ 印刷類 地図
和建技術株式会社 641-0012 和歌山県和歌山市紀三井寺５３２‐２ 役務の提供 各種調査・研究
和研薬株式会社 606-8171 京都府京都市左京区一乗寺西水干町１７番地 理化学・計測機器類 理化学機器
和光金属株式会社 243-0301 神奈川県愛甲郡愛川町角田１０７０番地１ 役務の提供 資源回収
和弘建設 669-3842 兵庫県丹波市青垣町沢野１５７番地２ 役務の提供 人材派遣
ワコウ建設株式会社 670-0955 兵庫県姫路市安田３－１１０ 工事用材料類 道路保安用品
和工電気設備工事株式会社 678-0063 兵庫県相生市佐方一丁目１７５番地の２ 一般機械器具設備類 電気設備
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商号（漢字） 郵便番号 所在地 第１希望大分類 小分類
ワシオ株式会社 675-0304 兵庫県加古川市志方町高畑７４１－１ 百貨・日用品類 衣類
鷲尾電気設備管理事務所 678-0221 兵庫県赤穂市尾崎２０７６－５ 役務の提供 設備保守・管理
早稲田システム開発株式会社 169-0075 東京都新宿区高田馬場４丁目４０番１７号 役務の提供 電算業務（開発、保守管理）
ワタキ自動車株式会社 668-0024 兵庫県豊岡市寿町１１‐５ 船舶・車両類 車両部品及び修理
ワタキューセイモア株式会社 610-0396 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２‐２ リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
綿久リネン株式会社 610-0396 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２－２ リース・レンタル リース（リネン、医療用機器）
わたつみ潜水工事有限会社 650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町４－６ 役務の提供 その他役務
株式会社ワタナベ楽器店 604-0903 京都府京都市中京区河原町通夷川上ル指物町３２６ 一般機械器具設備類 通信・音響機器
ワタナベ忠電株式会社 662-0947 兵庫県西宮市宮前町６－１２ リース・レンタル その他リース
株式会社渡辺農園 658-0016 兵庫県神戸市東灘区本山中町２丁目９－２９ 農林水産業用品類 植物
ワタリ建設工業株式会社 666-0142 兵庫県川西市清和台東４－３－２　清和台住宅団地１３－４０２ 役務の提供 清掃業務（屋外）
有限会社和田書店 670-0922 兵庫県姫路市二階町２０ その他物品類 書籍
和田精工株式会社 661-0965 兵庫県尼崎市次屋３－６－６０ 一般機械器具設備類 その他機械器具・設備類
株式会社和田電波 678-0052 兵庫県相生市大島町３‐２６ 一般機械器具設備類 家電製品
有限会社和田山礦油 669-5241 兵庫県朝来市和田山町土田３５０－２ 燃料・動力類 石油
有限会社和田山サービス工場 669-5201 兵庫県朝来市和田山町和田山４４６ 船舶・車両類 車両部品及び修理
和田山町森林組合 669-5201 兵庫県朝来市和田山町和田山１１２‐６ 役務の提供 森林整備
株式会社ワッツ 720-0831 広島県福山市草戸町３－１１－８ 医療・薬品類 衛生材料
株式会社ワンステップ 670-0935 兵庫県姫路市北条口２丁目６６番地 文具・事務用機器類 用紙
わんず 671-2243 兵庫県姫路市菅生台１９７番地 役務の提供 その他運送
株式会社ワンビシアーカイブズ 105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目１番２８号 役務の提供 その他役務
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