
認定企業一覧（70社）

[ミモザ企業（69社）] ※全項目の7割（14項目）以上を達成

[プラチナミモザ企業（１社）] ※全20項目達成＋他社のお手本になる先導的な取組を実施

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社（製造業、神戸市）

No. 企業・団体名 業種 所在地 No. 企業・団体名 業種 所在地

1 株式会社あかつき サービス業 神戸市 36 株式会社夢工房 情報通信業 神戸市

2 株式会社アシックス 製造業 神戸市 37 株式会社レック 生活関連サービス業、娯楽業 神戸市

3 株式会社イーエスプランニング 不動産業、物品賃貸業 神戸市 38 株式会社ロック・フィールド 製造業 神戸市

4 伊福精密株式会社 製造業 神戸市 39 株式会社香山組 建設業 尼崎市

5 株式会社F・O・インターナショナル 卸売業、小売業 神戸市 40 不二電気工事株式会社 建設業 尼崎市

6 株式会社奥谷金網製作所 製造業 神戸市 41 三菱電機株式会社通信機製作所 製造業 尼崎市

7 神戸新交通株式会社 運輸業、郵便業 神戸市 42 株式会社merchu サービス業 西宮市

8 株式会社神戸製鋼所 製造業 神戸市 43 株式会社エコリング 卸売業・小売業 姫路市

9 株式会社神防社 建設業 神戸市 44 株式会社エルザクライス 学術研究、専門・技術サービス業 姫路市

10 株式会社小総 建設業 神戸市 45 キンキテレコム株式会社 卸売業・小売業 姫路市

11 株式会社さくらケーシーエス 情報通信業 神戸市 46 三相電機株式会社 製造業 姫路市

12 シスメックス株式会社 製造業 神戸市 47 山陽特殊製鋼株式会社 製造業 姫路市

13 株式会社ジャム・デザイン 学術研究、専門・技術サービス業 神戸市 48 姫路信用金庫 金融業・保険業 姫路市

14 株式会社シャルレ 卸売業、小売業 神戸市 49 姫路ハウスサービス株式会社 建設業 姫路市

15 生活協同組合コープこうべ 卸売業、小売業 神戸市 50 キャタピラージャパン合同会社明石事業所 製造業 明石市

16 住友ゴム工業株式会社 製造業 神戸市 51 はみんぐふる社会保険労務士法人みやこ事務所 サービス業 西脇市

17 大栄環境株式会社 サービス業 神戸市 52 株式会社基陽 卸売業・小売業 三木市

18 株式会社チャイルドハート 医療、福祉 神戸市 53 ハリマニックス株式会社 サービス業 高砂市

19 株式会社デンソーテン 製造業 神戸市 54 株式会社阪技 学術研究、専門・技術サービス業 高砂市

20 トーカロ株式会社 製造業 神戸市 55 アスカカンパニー株式会社 製造業 加東市

21 トーラク株式会社 製造業 神戸市 56 有限会社オーエス電機工業所 製造業 加東市

22 株式会社トモエシステム 卸売業、小売業 神戸市 57 足立織物株式会社 製造業 多可町

23 ネスレ日本株式会社 製造業 神戸市 58 サカモトメタル株式会社 卸売業・小売業 多可町

24 白鶴酒造株式会社 製造業 神戸市 59 株式会社ソーイング竹内 製造業 多可町

25 公立大学法人兵庫県立大学 教育、学習支援業 神戸市 60 株式会社但馬銀行 金融業・保険業 豊岡市

26 兵庫トヨタ自動車株式会社 卸売業、小売業 神戸市 61 タジマ食品工業株式会社 製造業 豊岡市

27 兵庫ヤクルト販売株式会社 卸売業、小売業 神戸市 62 但馬信用金庫 金融業・保険業 豊岡市

28 株式会社フェリシモ 卸売業、小売業 神戸市 63 モリ・プランズ株式会社 教育・学習支援 豊岡市

29 株式会社プレオン 情報通信業 神戸市 64 医療法人社団紀洋会 医療・福祉 丹波篠山市

30 株式会社ベネスト 情報通信業 神戸市 65 株式会社大地農園 製造業 丹波市

31 株式会社ホテルオークラ神戸 宿泊業、飲食サービス業 神戸市 66 谷水加工板工業株式会社 製造業 丹波市

32 株式会社みなと銀行 金融業、保険業 神戸市 67 有限会社いせや写真館 学術研究、専門・技術サービス業 洲本市

33 医療法人明倫会 宮地病院 医療、福祉 神戸市 68 株式会社成田 建設業 洲本市

34 モロゾフ株式会社 製造業 神戸市 69 株式会社ホテルニューアワジ 宿泊業、飲食サービス業 洲本市

35 株式会社ユーシステム 情報通信業 神戸市
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※詳しくは別冊の「認定企業」をご覧ください。


