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業者登録番号 会社名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所在地 代表者氏名

922588 (株)ｱｰｷｼﾞｵ  ｱｰｷｼﾞｵ 富山県高岡市西藤平蔵581 津嶋　春秋

923571 (有)ｱｰｽ  ｱｰｽ 兵庫県神戸市長田区四番町6-1-2 本田　遼

923056 ｱｰｽｻﾎﾟｰﾄ(株)  ｱｰｽｻﾎﾟｰﾄ東京都渋谷区本町1-4-14 森山　典明

922586 (株)ｱｰﾄ  ｱｰﾄ 羽曳野市蔵之内583-1 武田　豊

922748 ｱｰﾄﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱ(株)  ｱｰﾄﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱ大東市泉町2-14-11 村田　省三

920011 (株)ｱｰﾊﾞﾝ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ研究所  ｱｰﾊﾞﾝﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市中央区徳井町2-4-14-201 北條  信英

924002 RS総合探偵事務所  ｱｰﾙｴｽｿｳｺﾞｳﾀﾝﾃｲｼﾞﾑｼｮ泉佐野市高松北1-2-40 川﨑　寛之

923822 (株)ii104  ｱｲｱｲｲﾁﾏﾙﾖﾝ池田市畑1-5-31 柿谷　登志男

922984 (株)ｱｲｳﾞｨｼﾞｯﾄ  ｱｲｳﾞｨｼﾞｯﾄ東京都渋谷区代々木2-2-1 西村　修

923213 (有)ｱｲ･ｴｽ環境  ｱｲｴｽｶﾝｷｮｳ堺市西区大平寺435-1 竹田　浩二

920020 (合同)IM総合企画  ｱｲｴﾑｿｳｺﾞｳｷｶｸ堺市南区竹城台1-2-35-408 宮﨑  建二

923377 (社医)愛仁会  愛仁会総合健康ｾﾝﾀｰ ｱｲｼﾞﾝｶｲ高槻市幸町4-3 杉林　稔

923175 (株)ｱｲﾃｨﾌｫｰ  ｱｲﾃｨﾌｫ 東ー京都千代田区一番町21 東川　清

920033 ｱｲﾃｯｸ(株)  ｱｲﾃｯｸ 大阪市北区梅田3-3-10 前田　幸治

920034 (株)ｱｲﾈｽ  関西支社 ｱｲﾈｽ 大阪市中央区瓦町1-4-8 佐藤　章

923660 IBJL東芝ﾘｰｽ(株)  ｱｲﾋﾞｰｼﾞｪｰｴﾙﾄｳｼﾊﾞﾘｰｽ東京都港区虎ノ門1-2-6 広井　秀美

920048 赤坂印刷(株)  大阪支店 ｱｶｻｶｲﾝｻﾂ大阪市東成区東小橋1-18-10 赤坂　尚亮

920049 赤沢産業(株)  ｱｶｻﾞﾜｻﾝｷﾞｮｳ大阪市東淀川区西淡路1-1-32 中尾　万里

920052 (株)ｱｶﾂｷ  南大阪営業所 ｱｶﾂｷ 岸和田市上野町東1-26-1007 小泉　隆

922953 (株)ｱｷｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ  ｱｷｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ枚方市牧野本町1-1-60 中野  彰

923457 ｱｸｱ環境(株)  ｱｸｱｶﾝｷｮｳ兵庫県尼崎市開明町1-61 萩原　由起子

923473 ｱｸｱﾃｯｸ(株)  ｱｸｱﾃｯｸ堺市堺区西永山園6-18 太田　勝

920057 (株)ｱｸｱﾌﾟﾘﾍﾞﾝﾄ  ｱｸｱﾌﾟﾘﾍﾞﾝﾄ富田林市寿町3-6-4 中嶌　宏文

922637 (株)ｱｸｱﾘｻｰﾁ  大阪営業所 ｱｸｱﾘｻｰﾁ大阪市淀川区西中島7-1-3-812 川畑　明美

920058 (株)ｱｸｻｻﾎﾟｰﾄ  ｱｸｻｻﾎﾟｰﾄ大阪市西区京町堀1-7-5 日裏　一成

923500 (株)ｱｸｾｽ  大阪営業所 ｱｸｾｽ 大阪市平野区長吉川辺3-20-5 西川　誉英

920061 ｱｸﾃｨｵ(株)  大阪支店 ｱｸﾃｨｵ 大阪市淀川区木川東4-8-33 狩野　正宏

920062 (株)ｱｸﾄ音響振動調査事務所  ｱｸﾄｵﾝｷｮｳｼﾝﾄﾞｳﾁｮｳｻｼﾞﾑｼｮ大阪市淀川区西中島4-6-29 山本　浩之

922997 (株)ｱｺｰﾄﾞ  ｱｺｰﾄﾞ 大阪市西区京町堀1-10-14 後藤  完二

920074 朝日企業(株)  ｱｻﾋｷｷﾞｮｳ大阪市北区天満2-7-30 中川　雅司

920076 朝日給食(株)  ｱｻﾋｷｭｳｼｮｸ堺市中区深阪2-9-11 奥山　耕司

920080 朝日航空(株)  ｱｻﾋｺｳｸｳ八尾市空港2-12 大屋　政則

920081 朝日航洋(株)  西日本空情支社 ｱｻﾋｺｳﾖｳ吹田市垂水町3-35-31 藤原　善昭

920090 ｱｻﾋﾌﾟﾘﾃｯｸ(株)  神戸営業所 ｱｻﾋﾌﾟﾘﾃｯｸ兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21 八杉　昌昭

920092 ｱｻﾐ写真情報(株)  ｱｻﾐｼｬｼﾝｼﾞｮｳﾎｳ大阪市中央区谷町7-5-1 伊丹　修司

920094 ｱｼﾞｱ航測(株)  大阪支店 ｱｼﾞｱｺｳｿｸ大阪市北区天満橋1-8-30 中井　茂人

922589 ｱｼｽﾄ(株)  ｱｼｽﾄ 愛知県名古屋市緑区滝ノ水5-1310 西村　竹松

920704 (株)ｱｽｳｪﾙ  和泉営業所 ｱｽｳｪﾙ 和泉市観音寺町34 森口　廣明

920103 (株)ｱｽｺ大東  ｱｽｺﾀﾞｲﾄｳ大阪市中央区南本町3-6-14 番上　正人

922569 (株)ｱｽｺﾑ  ｱｽｺﾑ 埼玉県飯能市美杉台3-17-1 杉田　和宏
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920105 (株)ｱｽﾃﾑ  ｱｽﾃﾑ 大阪市北区東天満2-7-12 大嶋  雄三

923300 (株)ｱｽﾄｴﾝｼﾞ  ｱｽﾄｴﾝｼ大゙阪市城東区永田3-9-10 山谷　幸男

922424 ｱｽﾞﾋﾞﾙ(株)  ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ関西支社 ｱｽﾞﾋﾞﾙ 大阪市北区天満橋1-8-30 沢田　貴史

920728 ｱｽﾞﾋﾞﾙ金門(株)  大阪支店 ｱｽﾞﾋﾞﾙｷﾝﾓﾝ東大阪市長田中1-4-17 松本　康成

920108 (株)麻生  病院ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業部 ｱｿｳ 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 川越　浩

920110 ｱﾀｶﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株)  大阪支店 ｱﾀｶﾒﾝﾃﾅﾝｽ大阪市此花区西九条5-3-28 寺井　英二

920111 (株)ｱﾀﾞﾁ  ｱﾀﾞﾁ 大阪市中央区内平野町3-2-10 足立　三朗

922712 (有)ｱｯﾌﾟｹｲｽﾞ  松原営業所 ｱｯﾌﾟｹｲｽ松゙原市三宅西4-740-6 平　敦志

920120 ｱﾄﾗｽ情報ｻｰﾋﾞｽ(株)  ｱﾄﾗｽｼﾞｮｳﾎｳｻｰﾋﾞｽ大阪市中央区北浜3-1-6 八瀬　誠

922668 (株)ｱﾌﾟﾘｽ  ｱﾌﾟﾘｽ 大阪市北区中崎西3-1-2 片岡　光

923208 ｱﾏﾉ(株)  堺営業所 ｱﾏﾉ 堺市西区鳳西町1-72-1 今城　達也

923034 ｱﾏﾉﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ(株)  大阪支店 ｱﾏﾉﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ大阪市西区立売堀1-6-17 和歌　朋彦

920131 新井建設(株)  ｱﾗｲｹﾝｾﾂ大阪市西淀川区大和田4-2-4 新井  正人

923966 (株)ｱﾙｶﾃﾞｨｱ  ｱﾙｶﾃﾞｨｱ箕面市箕面6-3-1 天白　成一

922873 ALSOKあんしんｹｱｻﾎﾟｰﾄ(株)  ｱﾙｿｯｸｱﾝｼﾝｹｱｻﾎﾟｰﾄ東京都大田区山王1-3-5 百武　尚樹

920134 (株)ｱﾙﾃｨｱｾﾝﾄﾗﾙ  ｱﾙﾃｨｱｾﾝﾄﾗﾙ愛知県名古屋市中区栄1-29-29 大石　宇多野

922555 (株)ｱﾚｲｻｰﾋﾞｽ  ｱﾚｲｻｰﾋﾞｽ東大阪市若江南町5-2-38 米田　富美雄

920139 安西工業(株)  大阪支店 ｱﾝｻﾞｲｺｳｷﾞｮｳ大阪市平野区喜連西5-2-7-603 山西　浩二

923224 ｲｰﾄﾗﾝﾄﾞ(株)  関西事業所 ｲｰﾄﾗﾝﾄﾞ大阪市淀川区宮原5-1-18-701 冨士原　晃子

922670 ｲｵﾝﾃﾞｨﾗｲﾄ(株)  ｲｵﾝﾃﾞｨﾗｲﾄ大阪市中央区南船場2-3-2 中山　一平

920149 ｲｶﾘ消毒(株)  大阪中央営業所 ｲｶﾘｼｮｳﾄﾞｸ吹田市垂水町2-7-33 田阪　伸久

920155 石垣ﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株)  大阪支店 ｲｼｶﾞｷﾒﾝﾃﾅﾝｽ大阪市淀川区宮原3-3-31 冨岡　正明

924005 (株)石川ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｾﾝﾀｰ  大阪支店 ｲｼｶﾜｺﾝﾋﾟｭｰﾀｾﾝﾀｰ大阪市都島区東野田町1-20-5 大石　裕之

922906 石黒ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ(株)  東大阪支店 ｲｼｸﾞﾛﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑ東大阪市森河内東1-26-19 宮垣　達也

920165 泉環境整備(株)  ｲｽﾞﾐｶﾝｷｮｳｾｲﾋﾞ泉大津市臨海町2-1 浅井　啓臣

920166 (株)泉ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ  ｲｽﾞﾐｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ和泉市箕形町3-10-10 田中　一範

920169 泉興業(株)  ｲｽﾞﾐｺｳｷﾞｮｳ兵庫県尼崎市東七松町1-15-20 泉原  保二

923853 和泉出版印刷(株)  ｲｽﾞﾐｼｭｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂ和泉市池上町4-2-21 鳴瀬　和正

923916 和泉白蟻(株)  ｲｽﾞﾐｼﾛｱﾘ岸和田市下松町5072 藤内　啓一

920175 和泉ﾏﾙﾀﾏﾌｰｽﾞ(株)  ｲｽﾞﾐﾏﾙﾀﾏﾌｰｽﾞ和泉市箕形町4-1-15 鶴巻　秀雄

924013 (医)医誠会  ｲｾｲｶｲ 大阪市東淀川区菅原6-2-25 谷　幸治

920178 (株)ｲｾﾄｰ  営業統括本部 ｲｾﾄｰ 大阪市西区西本町1-3-15 髙橋　明久

920188 一冨士ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ(株)  近畿支社 ｲﾁﾌｼﾞﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ大阪市福島区福島4-6-31 佐々木　義朗

920190 いであ(株)  大阪支社 ｲﾃﾞｱ 大阪市住之江区南港北1-24-22 古川　博一

920362 (株)伊藤伊大阪  ｲﾄｲｵｵｻｶ東大阪市西石切町1-11-30-1Ｃ 星　夏樹

923272 伊藤忠ｴﾈｸｽ(株)  電力・ガス事業グループ ｲﾄｳﾁｭｳｴﾈｸｽ東京都港区虎ノ門2-10-1 高坂　正彦

920200 (株)ｲﾋﾞｿｸ  大阪営業所 ｲﾋﾞｿｸ 大阪市住吉区沢之町2-6-11-405 野澤　直人

920201 今井明飾(株)  ｲﾏｲﾒｲｼｮｸ堺市北区百舌鳥赤畑町3-156-2 今井　義行

920210 (株)岩崎太子堂  ｲﾜｻｷﾀｲｼﾄﾞｳ大阪市天王寺区四天王寺1-14-24 吉田  宗弘

923640 (株)ｲﾝ・ｴｯｸｽ  ｲﾝｴｯｸｽ 東京都文京区西片1-17-8 沼田　良雄
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923799 (株)ｲﾝｸﾞ  ｲﾝｸﾞ 大阪市浪速区難波中1-10-4 青木　崇幸

920214 (株)ｲﾝﾀﾗｯｸ関西東海  大阪支店 ｲﾝﾀﾗｯｸｶﾝｻｲﾄｳｶｲ大阪市北区梅田2-2-2 秋山　茂和

922592 (株)ｲﾝﾃｯｸ  ｲﾝﾃｯｸ 奈良県奈良市三条大路1-10-6-2 國中　賢吉

923327 (株)ｲﾝﾃﾘﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ  ｲﾝﾃﾘﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ大阪市中央区平野町1-5-11 鈴木　達男

922758 (株)ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ  大阪営業所 ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ大阪市浪速区難波中2-10-70 室谷　徹

920218 (株)ｳﾞｧｲｵｽ  ｳﾞｧｲｵｽ 和歌山県和歌山市西庄295-9 吉村　英樹

920219 (株)ｳﾞｧﾙｸ  ｳﾞｧﾙｸ 泉佐野市長滝3870 村田　智也

923676 (株)ｳｨﾆｽﾄ  大阪支店 ｳｨﾆｽﾄ 大阪市住之江区西加賀屋3-12-19 田中　敦子

920223 (有)ｳｨﾒﾝｽﾞｾﾝﾀｰ大阪  ｳｨﾒﾝｽﾞｾﾝﾀｰｵｵｻｶ大阪市阿倍野区旭町2-1-1-123 芦田　陽子

920227 Wintec Japan(株)  ｳｲﾝﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ大阪市中央区南久宝寺町3-2-7 市坪　勇

921045 ｳﾞｪｵﾘｱ･ｼﾞｪﾈｯﾂ(株)  関西支店 ｳﾞｪｵﾘｱｼﾞｪﾈｯﾂ大阪市淀川区西中島3-9-12 中村　利昭

921453 (株)ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ  ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 草開　千仁

920229 (株)ｳｴｽｺ  関西支社 ｳｴｽｺ 大阪市中央区大手通2-2-13 北村　彰秀

923928 (株)ｳｪﾙｸﾙ  ｳｪﾙｸﾙ 大阪市中央区北浜3-1-6 田中　学

921922 (株)ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ  南大阪営業所 ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ富田林市錦織東3-11-5 森本　浩資

920236 (株)ｳｫｰﾀｰﾃｯｸ  関西支店 ｳｫｰﾀｰﾃｯｸ大阪市西区新町2-20-6 比江嶋　祐一

920237 (株)魚国総本社  ｳｵｸﾆｿｳﾎﾝｼｬ大阪市中央区道修町1-6-19 田所  伸浩

920244 (株)内田洋行  大阪支店 ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ大阪市中央区和泉町2-2-2 秋山　慎吾

920253 (株)ｴｱｰﾒﾃﾞｨｯｸｽ  ｴｱｰﾒﾃﾞｨｯｸｽ岸和田市春木泉町16-14 美馬　洋造

923712 AIU損害保険(株)  大阪第四支店 ｴｲｱｲﾕｰｿﾝｶﾞｲ大阪市北区大深町3-1 四宮　貢

923997 (株)映像機器ｼｽﾃﾑ社  ｴｲｿﾞｳｷｷｼｽﾃﾑｼｬ大阪市天王寺区上汐4-5-20 武仲　清一

923759 HER(株)  ｴｲﾁｲｰｱｰﾙ兵庫県加西市網引町2001-39 芝本　忠雄

920260 ｴｲﾁ･ｴｽ写真技術(株)  堺営業所 ｴｲﾁｴｽｼｬｼﾝｷﾞｼﾞｭﾂ堺市西区浜寺石津町西2-2-20 木村　早生

920262 (株)ｴｲﾃｯｸ  大阪支店 ｴｲﾃｯｸ 大阪市北区天満1-16-8 吉本　智彦

920263 (株)ｴｲﾄ日本技術開発  関西支社 ｴｲﾄﾆﾎﾝｷﾞｼﾞｭﾂｶｲﾊﾂ大阪市淀川区野中北1-12-39 新池　亨

920264 ｴｲﾄﾚﾝﾄ(株)  ｴｲﾄﾚﾝﾄ 大阪市中央区西心斎橋2-2-3 中塚　克敏

923392 ｴｲ･ﾘｰｼﾝｸﾞ(株)  ｴｲﾘｰｼﾝｸ大゙阪市淀川区宮原4-5-36 久保田　洋

920268 (株)ｴｰ･ｴｽ･ｼﾞｰ  南大阪営業所 ｴｰｴｽｼﾞ 岸ー和田市上野町東1-26-1007 梶原　大輔

920269 (株)ｴｰｼｰﾕｰ  南大阪営業所 ｴｰｼｰﾕ 羽ー曳野市伊賀5-1-5 西口　圭子

923190 (株)ｴｰｽ産業  ｴｰｽｻﾝｷﾞｮｳ和歌山県海南市且来1382-1 堀川　直行

923174 (株)ｴｺ･ｵｶﾀﾞ  ｴｺｵｶﾀﾞ 泉南市新家3998-1 岡田　好正

920276 (株)ｴｺｼﾃｨｻｰﾋﾞｽ  ｴｺｼﾃｨｻｰﾋﾞｽ神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33-205 古川　一弘

920277 (株)ｴｺ･ﾃｸﾉ  ｴｺﾃｸﾉ 大阪市城東区野江2-17-13 武藤　正幸

920280 (株)ｴｽｱｰﾙｴﾙ  ｴｽｱｰﾙｴﾙ東京都新宿区西新宿2-1-1 東　俊一

920284 ｴｽｸ三ツ川(株)  ｴｽｸﾐﾂｶﾜ大東市三箇4-18-18 村井　良弘

923103 (株)EST corporation  ｴｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京都千代田区九段北4-1-28 清水　史浩

923990 (株)ｴﾄﾚ  ｴﾄﾚ 大阪市中央区平野町2-1-14 呉羽　伊知郎

920293 (株)ｴﾇ･ｲｰｻﾎﾟｰﾄ  大阪支店 ｴﾇｲｰｻﾎﾟｰﾄ大阪市西淀川区姫島5-4-10 大下　展正

920294 NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ(株)  ｴﾇｲｰｼｰｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ大阪市中央区城見1-4-24 山本　一岳

920295 NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)  関西支社 ｴﾇｲｰｼｰﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ大阪市中央区城見1-4-24 中丸　信和
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920296 NECﾈｯﾂｴｽｱｲ(株)  関西支社 ｴﾇｲｰｼｰﾈｯﾂｴｽｱｲ大阪市中央区城見1-4-24 浅井　一成

920298 (株)ｴﾇｴｲﾁｹｲｱｲﾃｯｸ  関西支社 ｴﾇｴｲﾁｹｲｱｲﾃｯｸ大阪市中央区常盤町1-3-8 阪井　悦三

920299 ｴﾇｴｽ環境(株)  西日本支社 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ吹田市垂水町2-36-27 片倉　宏雅

923347 (株)ｴﾇ･ｴﾇ･ｼｰ  ｴﾇｴﾇｼｰ岸和田市木材町11-5 藤原　陵作

923976 NCS&A(株)  ｴﾇｼｰｴｽｱﾝﾄﾞｴｰ大阪市中央区城見1-3-7 松木　謙吾

920301 (株)ｴﾇｼﾞｪｰｼｰ  営業本部大阪支社 ｴﾇｼﾞｪｰｼ大ー阪市北区梅田1-11-4-2200 古賀　茂

923756 NDﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ(有)  ｴﾇﾃﾞｨｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ堺市堺区神南辺町2-90-5 鈴木　宏隆

923337 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株)  ｴﾇﾃｨﾃｨｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ東京都千代田区内幸町1-1-6 庄司　哲也

923468 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｽﾏｰﾄｺﾈｸﾄ(株)  ｴﾇﾃｨﾃｨｽﾏｰﾄｺﾈｸﾄ大阪市北区大深町3-1 白波瀬　章

920304 (株)ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ関西  ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀｶﾝｻｲ大阪市北区堂島3-1-21 河野　吉晴

920306 (株)NTTﾄﾞｺﾓ  関西支社 ｴﾇﾃｨﾃｨﾄﾞｺﾓ大阪市北区梅田1-10-1 関根　聡

923537 NTTﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)  関西支店 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ大阪市西区阿波座2-1-11 宮﨑　逹三

920308 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株)  関西支店 ｴﾇﾃｨﾃｨﾌｧｲﾅﾝｽ大阪市中央区平野町2-3-7 塚本　雅一

923906 (株)NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ  関西事業本部 ｴﾇﾃｨﾃｨﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ大阪市西区土佐堀1-4-14 中村　公雄

920291 (株)ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｱｸﾄ  ｴﾇﾃｨﾃｨﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｱｸﾄ大阪市中央区内本町2-2-5 山本　博敏

923763 (株)ｴﾈｹﾞｰﾄ  ｴﾈｹﾞｰﾄ 大阪市北区大淀北1-6-110 岡田　雅彦

922122 (株)ｴﾌｳｫｰﾀｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ  大阪事務所 ｴﾌｳｫｰﾀｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ大阪市城東区東中浜6-4-21 荒川　三基男

920320 (株)ｴﾌｴｽﾕﾆ  大阪営業所 ｴﾌｴｽﾕﾆ吹田市江の木町27-15 勝川　浩行

920321 (株)ｴﾌｴｽﾕﾆﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ  ｴﾌｴｽﾕﾆﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ東京都港区芝浦3-4-1 大橋　太

923237 F.M.S  ｴﾌｴﾑｴｽ泉南市男里6-8-43 髙井　励

920326 (株)ｴﾑ･ｲｰ･ｻｲｴﾝｽ  ｴﾑｲｰｻｲｴﾝｽ大阪市淀川区東三国4-14-24 瀬戸口　慶助

920327 (株)MMｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ  ｴﾑｴﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京都文京区本郷3-4-6 高橋　一巳

920776 (株)MCｴﾊﾞﾃｯｸ  分析事業部 ｴﾑｼｰｴﾊﾞﾃｯｸ兵庫県尼崎市大浜町2-30 田中　賢二

923371 (株)ｴﾑｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｾｷｭﾘﾃｨ  ｴﾑｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｾｷｭﾘﾃｨ大阪市西区阿波座1-13-11 明石　光正

920331 (株)ｴﾑﾃｨｱｲ  ｴﾑﾃｨｱｲ大阪市此花区酉島2-2-8 髙井　千代子

923475 (株)ｴﾑﾃｯｸ  ｴﾑﾃｯｸ 守口市東光町1-7-1 米田　香代子

920333 (株)ｴﾑﾗｲﾝ  ｴﾑﾗｲﾝ 大阪市此花区梅町2-2-25 中　篤司

923000 (株)ｴﾙｱﾝﾄﾞｴﾙ  大阪営業所 ｴﾙｱﾝﾄﾞｴﾙ大阪市西区北堀江1-14-24 堤　欽也

923197 (株)LSIﾒﾃﾞｨｴﾝｽ  ｴﾙｴｽｱｲﾒﾃﾞｨｴﾝｽ東京都千代田区内神田1-13-4 伊藤　昭夫

920335 (株)ｴﾙｺﾑ  大阪営業所 ｴﾙｺﾑ 大阪市淀川区西中島6-8-20 馬場　久剛

920338 (株)ｴﾝｼﾞﾆｱｻｶｳｴ  ｴﾝｼﾞﾆｱｻｶｳｴ高槻市宮野町12-20 坂上  一幸

920342 ｵｲﾚｽECO(株)  大阪支店 ｵｲﾚｽｴｺ大阪市淀川区西中島5-12-8 片桐　雅治

923914 (医)桜峰会 香川ｸﾘﾆｯｸ  ｵｳﾎｳｶｲｶｶﾞﾜｸﾘﾆｯｸ大阪市北区大淀中3-13-13 香川　圭爾

920346 応用地質(株)  関西支社 ｵｳﾖｳﾁｼﾂ大阪市淀川区田川北2-4-66 田中　敏彦

920347 OESｱｸｱﾌｵｰｺ(株)  ｵｰｲｰｴｽｱｸｱﾌｵｰｺ兵庫県豊岡市神美台157-76 鈴木  寛

923414 (株)ｵｰｲｰｼｰ  ｵｰｲｰｼ 大ー分県大分市東春日町17-57 加藤　健

920348 大池商事(株)  ｵｵｲｹｼｮｳｼﾞ大阪市北区西天満2-2-18-62 小林　俊之

923975 (有)OMK  ｵｰｴﾑｹ 大ー阪市中央区南船場1-17-11 岡村　雅明

923794 (株)ｵｰｸｽ  ｵｰｸｽ 東京都渋谷区代々木2-7-7 三邊　長昭

923098 (株)大阪映画ｾﾝﾀｰ  ｵｵｻｶｴｲｶﾞｾﾝﾀｰ大阪市生野区林寺4-11-30 梅田　清
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923567
大阪瓦斯(株)  ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部都市ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ第2営業部

ｵｵｻｶｶﾞｽ大阪市中央区道修町3-5-11 大黒　賢宏

920368 大阪ｶﾞｽｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ(株)  ｵｵｻｶｶﾞｽｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ大阪市淀川区十三本町3-6-35 増田　誠

920415 大阪ｶﾞｽﾌｧｲﾅﾝｽ(株)  ｵｵｻｶｶﾞｽﾌｧｲﾅﾝｽ大阪市中央区備後町3-6-14 福嶋　幸太郎

920369 (株)大阪環境  ｵｵｻｶｶﾝｷｮｳ守口市佐太中町3-1-21 中村　浩也

920370 (株)大阪環境技術ｾﾝﾀｰ  ｵｵｻｶｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂｾﾝﾀｰ茨木市室山2-13-1 荻野　耕司

923539 大阪・下水道ﾒﾝﾃﾅﾝｽ事業(同)  ｵｵｻｶｹﾞｽｲﾄﾞｳﾒﾝﾃﾅﾝｽｼﾞｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ大阪市東淀川区東中島1-18-22 今中　健司

920377 (同)大阪再生資源業界近代化協議会  ｵｵｻｶｻｲｾｲｼｹﾞﾝｷﾞｮｳｶｲｷﾝﾀﾞｲｶｷｮｳｷﾞｶｲ大阪市中央区瓦屋町1-4-2 橘　重久

923369 (一財)大阪市環境保健協会  ｵｵｻｶｼｶﾝｷｮｳﾎｹﾝｷｮｳｶｲ大阪市中央区大手前2-1-7 檜垣　洋次

920379 大阪書籍印刷(株)  ｵｵｻｶｼｮｾｷｲﾝｻﾂ大阪市西淀川区百島1-3-78 成田　節夫

920383 (株)大阪水道総合ｻｰﾋﾞｽ  ｵｵｻｶｽｲﾄﾞｳｿｳｺﾞｳｻｰﾋﾞｽ大阪市阿倍野区旭町1-2-7 河谷　幸生

922993 大阪設備管理(株)  ｵｵｻｶｾﾂﾋﾞｶﾝﾘ堺市堺区出島海岸通4-7-16 中尾  浩

923805 (株)大阪そふと  ｵｵｻｶｿﾌﾄ大阪市北区南森町1-1-25 彦坂　昌樹

922738 大阪第一交通(株)  ｵｵｻｶﾀﾞｲｲﾁｺｳﾂｳ堺市堺区神南辺町1-45-1 井上　道人

923020 大阪電気保安(同)  ｵｵｻｶﾃﾞﾝｷﾎｱﾝｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ八尾市太田3-217-11 岩本　昌造

923325 大阪ﾄﾖﾀ商事(株)  ｵｵｻｶﾄﾖﾀｼｮｳｼﾞ大阪市福島区福島5-17-2 湯浅　勝久

923144 (一財)大阪府管更生技術機構  ｵｵｻｶﾌｶﾝｺｳｾｲｷﾞｼﾞｭﾂｷｺｳ枚方市牧野本町1-1-59 田中　弘子

920798 (一財)大阪府結核予防会  ｵｵｻｶﾌｹｯｶｸﾖﾎﾞｳｶｲ大阪市中央区道修町4-6-5 増田　國次

920371 (公財)大阪府保健医療財団  ｵｵｻｶﾌﾎｹﾝｲﾘｮｳｻﾞｲﾀﾞﾝ大阪市城東区森之宮1-6-107 髙杉　豊

920399 (一財)大阪防疫協会  ｵｵｻｶﾎﾞｳｴｷｷｮｳｶｲ東大阪市下小阪4-12-10 久多里　文也

920409 大阪ﾘｻｲｸﾙ事業(同)  ｵｵｻｶﾘｻｲｸﾙｼﾞｷﾞｮｳ大阪市阿倍野区旭町1-2-7-213 河本　周規

923028 (株)大阪漏水調査ｾﾝﾀｰ  ｵｵｻｶﾛｳｽｲﾁｮｳｻｾﾝﾀｰ大阪市淀川区西宮原2-6-16-939 溝口　博隆

923030 大代興業(株)  ｵｵｼﾛｺｳｷﾞｮｳ大阪市西区九条1-26-9 福田　敬子

923553 (有)大田建築事務所  大阪支店 ｵｵﾀｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ大阪市北区天神橋2-5-25-906 出原　克己

921138 ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ(株)  大阪支社 ｵｰﾁｽｴﾚﾍﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ大阪市北区豊崎3-1-22 南　彰吾

920420 (株)大塚商会  LA関西営業部 ｵｵﾂｶｼｮｳｶｲ大阪市福島区福島6-14-1 南　英和

923917 (株)ｵｰﾃｨｰｵｰ技術研究所  ｵｰﾃｨｰｵｰｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市北区天満1-5-2 森岡　愼治

920433 (株)ｵｰﾋﾞｽ  大阪営業所 ｵｰﾋﾞｽ 大阪市東淀川区東中島1-21-15-201 森　克行

920435 (株)ｵｵﾖﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ  Pﾃｯｸｽ社　大阪支店 ｵｵﾖﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ守口市日光町3-12 安田　修

923833 岡本医院  ｵｶﾓﾄｲｲﾝ茨木市双葉町16-27-102 岡本　光豊

923743 沖ｳｨﾝﾃｯｸ(株)  関西支店 ｵｷｳｲﾝﾃｯｸ大阪市中央区本町3-4-8 中川　浩一

920465 (株)ｵﾌｨｽ･ｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞ  ｵﾌｨｽｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞ大阪市北区天神橋2-北2-25 平岡　直子

920467 (株)お弁当の浜乃家  ｵﾍﾞﾝﾄｳﾉﾊﾏﾉﾔ松原市三宅西4-740-7 田中  一生

923434 ｵﾑﾛﾝﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)  近畿支店 ｵﾑﾛﾝﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ大阪市福島区福島3-14-24 小川　泰夫

920468 (株)ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ  関西支店 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ大阪市北区中之島3-2-18 﨑本　繁治

920470 ｵﾘｴﾝﾄﾊｳｽ(株)  大阪支店 ｵﾘｴﾝﾄﾊｳｽ寝屋川市石津元町13-33 山内　芳和

920471 ｵﾘｼﾞﾅﾙ設計(株)  大阪事務所 ｵﾘｼﾞﾅﾙｾｯｹｲ大阪市中央区瓦町2-2-7 大東　達也

923070
ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ販売(株)  泉佐野営
業所

ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽﾊﾝﾊﾞｲ泉佐野市りんくう往来南2－2 内藤　聡

920477 (株)会議録研究所  ｶｲｷﾞﾛｸｹﾝｷｭｳｼｮ東京都新宿区市谷八幡町16 妹尾　潤

920480 (株)櫂総合ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ  ｶｲｿｳｺﾞｳﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ大阪市西区西本町1-9-18 田岡  博行

920481 開発ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)  大阪事務所 ｶｲﾊﾂｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ大阪市中央区北久宝寺町1-7-9 宮田　保美

5
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920484 化研工業(株)  ｶｹﾝｺｳｷﾞｮｳ泉北郡忠岡町忠岡北1-5-41 鳥居　幸司

920496 (株)学校事務機ｾﾝﾀｰ  ｶﾞｯｺｳｼﾞﾑｷｾﾝﾀｰ大阪市天王寺区東高津町7-11 篠原　立身

923323 (株)ｶﾈｲ  ｶﾈｲ 大阪市天王寺区逢阪2-7-15 伊之坂　直樹

923511 (有)ｶﾈｲ産業  ｶﾈｲｻﾝｷﾞｮｳ泉佐野市市場西1-8-23 伊之坂　美保

920512 (有)ｶﾐﾝｸﾞ  ｶﾐﾝｸﾞ 大阪市住之江区南港北2-1-10 真川　正和

920515 (株)河合楽器製作所  堺店 ｶﾜｲｶﾞｯｷｾｲｻｸｼｮ堺市堺区東雲西町1-2-7 清水　悟

923297 河北印刷(株)  ｶﾜｷﾀｲﾝｻﾂ京都府京都市南区唐橋門脇町28 河北　喜十良

922682 (株)ｶﾝｷｮｳ  ｶﾝｷｮｳ 大阪市中央区南船場1-11-9 瀧口　明彦

920533 (株)環境開発  大阪営業所 ｶﾝｷｮｳｶｲﾊﾂ大阪市淀川区西中島7-6-12 川邉　潤一

923852 (株)環境技術ｾﾝﾀｰ  大阪支店 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂｾﾝﾀｰ大阪市浪速区幸町2-7-3 橋本　直樹

923497 環境ｸﾘｰﾝ  ｶﾝｷｮｳｸﾘｰﾝ東京都文京区本駒込5-36-1-101 矼　康雄

920537 環境ｼｽﾃﾑ(株)  ｶﾝｷｮｳｼｽﾃﾑ兵庫県西脇市坂本50-1 松本　健一

920540 環境設計(株)  ｶﾝｷｮｳｾｯｹｲ大阪市中央区久太郎町1-4-2 中野　晋

920541 (株)環境総合ﾃｸﾉｽ  ｶﾝｷｮｳｿｳｺﾞｳﾃｸﾉｽ大阪市中央区安土町1-3-5 中山　崇

920542 環境ﾃｸﾉｽ(株)  大阪支店 ｶﾝｷｮｳﾃｸﾉｽ枚方市招堤大谷2-18-1 武藤　梢

920545 (株)かんこう  大阪支店 ｶﾝｺｳ 大阪市城東区野江1-12-8 成瀬　寧

920546 (株)関西医療事務ｾﾝﾀｰ  ｶﾝｻｲｲﾘｮｳｼﾞﾑｾﾝﾀｰ岸和田市八阪町3-19-8 山路  広樹

920549 (一財)関西環境管理技術ｾﾝﾀｰ  ｶﾝｻｲｶﾝｷｮｳｶﾝﾘｷﾞｼﾞｭﾂｾﾝﾀｰ大阪市西区川口2-9-10 谷口　靖彦

920550 (株)関西環境ｾﾝﾀｰ  ｶﾝｻｲｶﾝｷｮｳｾﾝﾀｰ堺市中区小阪204-27 山里  真二

920554 (株)関西計画技術研究所  ｶﾝｻｲｹｲｶｸｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市中央区天満橋京町1-26 上野  泉

923528 関西工業(株)  ｶﾝｻｲｺｳｷﾞｮｳ堺市堺区松屋町2-63-2 井上　拓哉

920555 (株)関西工業所  ｶﾝｻｲｺｳｷﾞｮｳｼｮ東大阪市俊徳町3-7-19 浅野　昌行

920558 関西施設管理(株)  ｶﾝｻｲｼｾﾂｶﾝﾘ泉南市樽井1-9-12 仲島　弘貴

920560 (一財)関西情報ｾﾝﾀｰ  ｶﾝｻｲｼﾞｮｳﾎｳｾﾝﾀｰ大阪市北区梅田1-3-1-800 森下　俊三

920561 関西水道用品(株)  ｶﾝｻｲｽｲﾄﾞｳﾖｳﾋﾝ豊中市服部本町2-8-19 戸梶　博夫

920562 (株)関西総合研究所  ｶﾝｻｲｿｳｺﾞｳｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市中央区内本町1-1-10 池田　恭和

923880 関西電力(株)  大阪南営業部 ｶﾝｻｲﾃﾞﾝﾘｮｸ大阪市住之江区浜口西3-9-5 古澤　公志

920572 関西ﾊｳｽ工業(株)  ｶﾝｻｲﾊｳｽｺｳｷﾞｮｳ大阪市浪速区桜川2-11-20 前田　秀二

920573 関西日立(株)  ｶﾝｻｲﾋﾀﾁ大阪市西区土佐堀1-3-7 浦長瀬　正一

923846 (株)関西ﾏｶﾞｼﾞﾝ放送局  ｶﾝｻｲﾏｶﾞｼﾞﾝﾎｳｿｳｷｮｸ大阪市中央区大手通2-1-3-202 前田　隆義

923183 関西ﾚｺｰﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(株)  ｶﾝｻｲﾚｺｰﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ大阪市北区曽根崎1-2-6 岡本　有

920581 管清工業(株)  大阪支店 ｶﾝｾｲｺｳｷﾞｮｳ大阪市城東区成育1-6-26 小野　友義

920582 ｶﾝｾﾞ航測(株)  ｶﾝｾﾞｺｳｿｸ大阪市中央区南船場1-7-8 坂本  和郎

920584 (株)管総研  ｶﾝｿｳｹﾝ兵庫県尼崎市浜1-1-1 三好　秀幸

920585 (株)ｶﾝｿｰ  ｶﾝｿｰ 大阪市西成区梅南1-7-31 石田  秀和

920586 (株)ｶﾝﾂｰﾙ  大阪営業所 ｶﾝﾂｰﾙ 大阪市城東区成育1-6-26 大久保　英明

920587 (株)関電L&A  ｶﾝﾃﾞﾝｴﾙｱﾝﾄﾞｴｰ大阪市西淀川区歌島2-4-7 迎　陽一

923119 (株)かんでんｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ  大阪南支店 ｶﾝﾃﾞﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ堺市堺区三宝町7-363 坂部　一哉

923493 関電ｻｰﾋﾞｽ(株)  ｶﾝﾃﾞﾝｻｰﾋﾞｽ大阪市北区西天満5-14-10 竹田　芳弘

923517 (株)かんでんCSﾌｫｰﾗﾑ  ｶﾝﾃﾞﾝｼｰｴｽﾌｫｰﾗﾑ大阪市中央区南船場3-2-4 野地　小百合
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923939 関電ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)  ｶﾝﾃﾞﾝｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ大阪市北区梅田3-3-20 山元　康裕

922735 (株)ｶﾝﾌﾟﾘ  ｶﾝﾌﾟﾘ 高槻市芝生町2-52-10 阿部　陽

920592 (株)ｶﾝﾌﾟﾘ泉州  ｶﾝﾌﾟﾘｾﾝｼｭｳ岸和田市堺町1-4 白樫　勤

920593 (株)ｶﾝﾎﾟ  ｶﾝﾎﾟ 京都府京都市伏見区羽束師古川町233 横山　秀昭

922651 ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ(株)  ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ京都府南丹市園部町高屋西谷1 阪本　章義

923937 (株)気象工学研究所  ｷｼｮｳｺｳｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市西区京町堀1-8-5 小久保　鉄也

920608 (株)ぎじろくｾﾝﾀｰ  ｷﾞｼﾞﾛｸｾﾝﾀｰ山口県宇部市大字西岐波1540-12 白井　義美

920609 (株)議事録発行ｾﾝﾀｰ  ｷﾞｼﾞﾛｸﾊｯｺｳｾﾝﾀｰ岡山県岡山市北区高柳西町1-23 友野  泰志

920610 岸和田観光ﾊﾞｽ(株)  ｷｼﾜﾀﾞｶﾝｺｳﾊﾞｽ岸和田市磯上町4-281-3 中井　秀樹

923878 紀泉交通(株)  ｷｾﾝｺｳﾂｳ泉佐野市住吉町5-13 山本　昌康

920616 北大阪環境(株)  ｷﾀｵｵｻｶｶﾝｷｮｳ寝屋川市美井元町10-25 杉本　正弘

922685 北日本ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ(株)  ｷﾀﾆﾎﾝｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ秋田県秋田市南通築地15-32 江畑　佳明

922832 北山電気工事(株)  ｷﾀﾔﾏﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ河内長野市汐の宮町23-7 北山　昇治

922979 (医)橘甲会  ｷｯｺｳｶｲ大阪市中央区内久宝寺町3-4-1 中川　正

920631 木下運動具工業(株)  ｷﾉｼﾀｳﾝﾄﾞｳｸﾞｺｳｷﾞｮｳ堺市西区鳳中町2-41 木下　裕允

923877 吉備交通(株)  大阪支店 ｷﾋﾞｺｳﾂｳ阪南市鳥取中481-7 山本　正志

920637
ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ(株)  大阪中央営
業部　大阪中央営業所

ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ大阪市中央区南本町2-6-12 長谷川　光芳

923629 ｷｬﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株)  ｷｬﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ大阪市西区京町堀2-2-1 吉田　純一

920646 協栄産業(株)  ｷｮｳｴｲｻﾝｷﾞｮｳ大阪市北区芝田2-9-18 谷　元美

920651 紀陽情報ｼｽﾃﾑ(株)  ｷﾖｳｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ和歌山県和歌山市中之島2240 泉　清映

920654 (株)ぎょうせい  関西支社 ｷﾞｮｳｾｲ 大阪市中央区谷町3-1-9 中瀬  悦英

920655 行政ｼｽﾃﾑ(株)  大阪支店 ｷﾞｮｳｾｲｼｽﾃﾑ大阪市淀川区宮原4-1-6 大垣　貴史

923770
京ｾﾗ丸善ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ(株)  関西営
業所

ｷｮｳｾﾗﾏﾙｾﾞﾝｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ大阪市中央区久太郎町2-5-28 高橋　徹

920657 (株)京都ｲﾝｸﾞｽ  大阪支社 ｷｮｳﾄｲﾝｸﾞｽ大阪市城東区野江1-12-19 小林　賢

923477 (株)協働管財  ｷｮｳﾄﾞｳｶﾝｻﾞｲ愛知県名古屋市港区惟信町6-6-3 武藤　亮一

923883 紀陽ﾘｰｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ(株)  ｷﾖｳﾘｰｽｷｬﾋﾟﾀﾙ和歌山県和歌山市七番丁24 松下　嘉夫

923896 (株)共立ﾒﾝﾃﾅﾝｽ  PKP事業本部関西支店 ｷｮｳﾘﾂﾒﾝﾃﾅﾝｽ大阪市中央区北浜4-7-28 細川　茂生

920674 協和ﾃｸﾉﾛｼﾞｨｽﾞ(株)  ｷｮｳﾜﾃｸﾉﾛｼﾞｨｽﾞ大阪市北区中崎1-2-23 十河　元太郎

920683 (株)ｷｮｸﾄｳ  ｷｮｸﾄｳ 東大阪市川俣1-14-30 楊塩　健治

920681 (株)極東技工ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  ｷｮｸﾄｳｷﾞｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ吹田市南金田2-3-26 村岡  基

920378 近畿技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ(株)  ｷﾝｷｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ大阪市中央区谷町2-6-4 西川　孝雄

920692 近畿興業(株)  ｷﾝｷｺｳｷﾞｮｳ東大阪市宝持1-6-25 齋藤　純代

920694 (株)ｷﾝｷ酸器  ｷﾝｷｻﾝｷ吹田市江の木町21-4 石神　弘行

920697 近畿商会  ｷﾝｷｼｮｳｶｲ岸和田市尾生町3-16-3 川﨑　正美

920699 ｷﾝｷ寝具(株)  ｷﾝｷｼﾝｸ大゙阪市東淀川区豊里3-7-43 松尾　和紀

920701 近畿設備(株)  ｷﾝｷｾﾂﾋ大゙阪市北区天満3-9-6 坂本　恵一

923860 近畿総合ﾘｰｽ(株)  ｷﾝｷｿｳｺﾞｳﾘｰｽ大阪市北区中之島2-3-33 南部　信昭

920709 近畿電設ｻｰﾋﾞｽ(株)  ｷﾝｷﾃﾞﾝｾﾂｻｰﾋﾞｽ大阪市北区太融寺町1-17 長野　一江

920712 近畿ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ(株)  ｷﾝｷﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ富田林市錦織北1-16-38 西田　克也

920713 近畿ﾋﾞﾙﾃｸﾉ(株)  ｷﾝｷﾋﾞﾙﾃｸﾉ大阪狭山市池之原3-1017-2 西田　俊彦
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920716 近畿無線工業(株)  ｷﾝｷﾑｾﾝｺｳｷﾞｮｳ大阪市中央区大手通2-3-9 小松　愉里子

920719 ｷﾝｸﾞﾗﾝ関西(株)  ｷﾝｸﾞﾗﾝｶﾝｻｲ吹田市南吹田5-1-12 松原　達也

920724 近鉄ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ(株)  ｷﾝﾃﾂﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ大阪市中央区灘波2-2-3 廣瀬　芳夫

922370 きんでん関西ｻｰﾋﾞｽ(株)  ｷﾝﾃﾞﾝｶﾝｻｲｻｰﾋﾞｽ大阪市東成区東小橋1-13-13 髙谷　孝

920735 楠開発(株)  ｸｽﾉｷｶｲﾊﾂ泉佐野市羽倉崎1-1-69 中野　楠雄

920738 (株)国中環境開発  ｸﾆﾅｶｶﾝｷｮｳｶｲﾊﾂ松原市天美我堂3-67-1 國中　賢一

923005 ｸﾎﾞﾀｼｽﾃﾑ開発(株)  営業本部 ｸﾎﾞﾀｼｽﾃﾑｶｲﾊﾂ大阪市浪速区敷津東1-2-47 橋本　重喜

920748 (株)ｸﾏﾋﾗ  関西支社 ｸﾏﾋﾗ 大阪市中央区久太郎町1-9-23 浜嵜　公男

920754 (株)ｸﾞﾘｰﾝｴｺ  ｸﾞﾘｰﾝｴｺ大阪市中央区南船場1-17-11　上野BRビル 篠田　綾美

920758 (株)ｸﾘﾀｽ  西日本支社 ｸﾘﾀｽ 高槻市芥川町1-7-26 高木　秀則

923933 車谷環境設備(株)  ｸﾙﾏﾀﾆｶﾝｷｮｳｾﾂﾋﾞ泉大津市昭和町10-25 車谷　政宣

923058 (株)ｸﾚｲﾌﾞ  ｸﾚｲﾌﾞ 大阪市住吉区長居東1-8-9 糟谷　剛之

923776 (NPO)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育推進機構  ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｮｳｲｸｽｲｼﾝｷｺｳ大阪市中央区本町3-4-11 中園　輝彦

920771 (株)ｹｱｺﾑ  大阪第1支店 ｹｱｺﾑ 大阪市西区南本町1-8-14 齋藤　武

923465 ｹｱｽﾄﾘｰﾑﾍﾙｽ(株)  ｹｱｽﾄﾘｰﾑﾍﾙｽ東京都江東区冬木11-17 中屋　孝行

920772 ｹｱﾗｲﾌ･ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾌﾟﾗｲ(株)  ｹｱﾗｲﾌﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾌﾟﾗｲ堺市西区浜寺石津町西2-1-6 宮本　治樹

922718 (株)K.R.C  ｹｲｱｰﾙｼ泉ー佐野市大西1-13-16 矢野　健司

920775 (株)ｹｲ･ｴｽ分析ｾﾝﾀｰ  ｹｲｴｽﾌﾞﾝｾｷｾﾝﾀｰ富田林市錦織南2-9-2 浅野  昭

920687 KOSﾈｯﾄﾜｰｸ(株)  大阪支店 ｹｲｵｰｴｽﾈｯﾄﾜｰｸ大阪市浪速区湊町1-2-3 福西　尚武

920778 (株)ｹｲ･ｵﾌﾟﾃｨｺﾑ  ｹｲｵﾌﾟﾃｨｺﾑ大阪市北区中之島3-3-23 藤野　隆雄

920780 (株)京伸  ｹｲｼﾝ 大阪市中央区松屋町住吉6-16 京屋　亨

923046 (株)KEISIN  ｹｲｼﾝ 堺市堺区出島町3-8-22 西林　嘉隆

922830 (株)ｹｲｽﾞ  大阪支社 ｹｲｽﾞ 大阪市西区西本町1-12-17 坊ケ内　克良

920781 (医)恵生会  ｹｲｾｲｶｲ東大阪市鷹殿町20-29 堀内　真人

923980 (株)K･Dｾｷｭﾘﾃｨ  ｹｲﾃﾞｨｾｷｭﾘﾃｨ高槻市大塚町1-27-10 林　健也

920792 (株)ｹｰｹｰｼｰ情報ｼｽﾃﾑ  ｹｰｹｰｼｰｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ
京都府京都市上京区千本通元誓願寺上
る南辻町369-3

松下　直弘

920794 (株)ｹｰｼｰｴｽ  ｹｰｼｰｴｽ岸和田市尾生町1649-1 片渕  昭人

920797 ｹｰﾜﾝ(株)  ｹｰﾜﾝ 大東市灰塚1-9-1 川口　充義

923423 (株)KENASE JAPAN  ｹﾅｾｼﾞｬﾊﾟﾝ和泉市のぞみ野1-4-15 ﾑｼ･ﾍﾟﾄﾛ･ﾏﾅｾ

920800 (株)ｹﾝｾｲ  ｹﾝｾｲ 大阪市東淀川区東中島1-18-22 今中　健司

922931 (株)建設技術研究所  大阪本社 ｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市中央区道修町1-6-7 栗田　秀明

922571 (株)元創  ｹﾞﾝｿｳ 東京都杉並区高円寺南3-24-31 石住　秀樹

923122 (株)現代けんこう出版  ｹﾞﾝﾀﾞｲｹﾝｺｳｼｭｯﾊﾟﾝ東京都墨田区両国1-12-8 砂田　昌彦

920805 (医)健人会　那須ｸﾘﾆｯｸ  ｹﾝﾄｶｲ 大阪市淀川区西中島4-4-21 弘田  俊行

923062 (株)公園ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究所  ｺｳｴﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市中央区谷町2-2-22 小野　隆

922949 興銀ﾘｰｽ(株)  大阪営業部 ｺｳｷﾞﾝﾘｰｽ大阪市中央区高麗橋4-1-1 吉田　浩

920817 光伸(株)  ｺｳｼﾝ 大阪市鶴見区鶴見6-9-26 川﨑　義徳

923989 (有)宏正印刷  ｺｳｾｲｲﾝｻﾂ岸和田市磯上町2-6-8 横内　正法

923854 (株)高速ｵﾌｾｯﾄ  岸和田営業所 ｺｳｿｸｵﾌｾｯﾄ岸和田市西大路町168-6 真田　裕司

923803 鴻池ﾒﾃﾞｨｶﾙ(株)  大阪営業所 ｺｳﾉｲｹﾒﾃﾞｨｶﾙ堺市西区浜寺船尾町西3-59 山田　克己
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920835 神戸綜合速記(株)  ｺｳﾍﾞｿｳｺﾞｳｿｯｷ兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-8 藤岡  伸行

920840 向洋電機(株)  ｺｳﾖｳﾃﾞﾝｷ吹田市江の木町20-15 篠原　政治

922852 (株)興和  ｺｳﾜ 泉佐野市日根野5917-1 田中　武雄

920844 興和化学産業(株)  ｺｳﾜｶｶﾞｸｻﾝｷﾞｮｳ堺市東区草尾309-2 中川　義範

920850 ｺｰﾍﾞﾍﾞﾋﾞｰ(株)  ｺｰﾍﾞﾍﾞﾋﾞ兵ー庫県神戸市東灘区住吉宮町2-19-21 荒巻　道洋

920851 (株)ｺｰﾕｰﾋﾞｼﾞﾈｽ  堺営業所 ｺｰﾕｰﾋﾞｼﾞﾈｽ堺市東区菩提町1-163-2 田中　武次

923929 (株)ｺｷﾞﾄ  ｺｷﾞﾄ
京都府京都市中京区錦小路通烏丸西入
占出山町311

太田　稔

920855 国際警備保障(株)  ｺｸｻｲｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ大阪市北区東天満1-5-12 徳田　穂積

920856 国際航業(株)  大阪支店 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ大阪市中央区南船場2-3-2 村田　秀作

920860 国土情報開発(株)  ｺｸﾄﾞｼﾞｮｳﾎｳｶｲﾊﾂ東京都世田谷区池尻2-7-3 羽田  寛

923815 (株)国府  ｺｸﾌ 堺市東区日置荘原寺町407-1 三ケ﨑　達也

923769 ｺｸﾖｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ＆ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株)  ｺｸﾖｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｱﾝﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ大阪市北区大深町3-1-C12 岡本　雅史

920872 (株)KOSMO  ｺｽﾓ 大阪市中央区西心斎橋2-2-3 南　正道

920875 ｺｽﾓ警備保障(株)  ｺｽﾓｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ大阪市北区西天満4-8-17 西村　朋也

920882 (株)ｺｽﾓﾘｻｰﾁ  大阪支店 ｺｽﾓﾘｻｰﾁ大阪市淀川区西中島4-6-24 松本　範之

920883 (株)五星  関西支社 ｺﾞｾｲ 大阪市東成区中道3-17-12 今中　雅樹

922751 ｺｯｸ食品(株)  ｺｯｸｼｮｸﾋﾝ大東市御領3-10-1 田中　稔

923029 国光ﾏﾙﾁｻﾌﾟﾗｲ(株)  ｺｯｺｳﾏﾙﾁｻﾌﾟﾗｲ大阪市住之江区北加賀屋2-11-8 春田　昌美

920885 (株)ｺﾄﾌﾞｷ  関西支店 ｺﾄﾌﾞｷ 大阪市北区天満橋1-8-30 塚原　勇作

920886 (株)寿美装  ｺﾄﾌﾞｷﾋﾞｿｳ阪南市下出428-2 山田　寿恵

923531
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)  官公庁事業部　近畿
官公庁営業部

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ大阪市西区西本町2-3-10 香川　吉幸

923438 小西防災設備(株)  ｺﾆｼﾎﾞｳｻｲｾﾂﾋﾞ堺市堺区旭ヶ丘南町4-4-34 中定　浩

920896 小林ｸﾘｴｲﾄ(株)  大阪支店 ｺﾊﾞﾔｼｸﾘｴｲﾄ大阪市中央区平野町2-6-6 江波　優

920904 (株)五味三星堂  ｺﾞﾐｻﾝｾｲﾄﾞｳ岸和田市岸城町3-22 五味  寛昭

923579 (有)ｺﾐｭﾈｯﾄ  ｺﾐｭﾈｯﾄ 奈良県奈良市古市町74-20 三宅　基之

920910 小山(株)  ｺﾔﾏ 奈良県奈良市大森町47-3 小山　新造

920912 (株)小山商会  大阪支店 ｺﾔﾏｼｮｳｶｲ東大阪市楠根1-2-31 清水　卓己

922612 (株)五輪  ｺﾞﾘﾝ 富山県富山市奥田新町12-3 宮本　幸司朗

920915 (株)ｺﾝｸﾘｰﾄ診断ｾﾝﾀｰ  ｺﾝｸﾘｰﾄｼﾝﾀﾞﾝｾﾝﾀｰ大阪市中央区北浜東4-33 田中　昭洋

923968 (株)ｺﾝﾊﾟｽｻｰﾋﾞｽ  ｺﾝﾊﾟｽｻｰﾋﾞｽ東京都板橋区中台2-15-8-104 袖山　冨士松

920920 (株)ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ  大阪事務所 ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ大阪市北区天満橋1-8-30 中村　光明

920924 西戸崎興産(株)  関西営業所 ｻｲﾄｻﾞｷｺｳｻﾝ枚方市宗谷1-3-3-103 東村　憲和

924007 西都速記(株)  ｻｲﾄｿｯｷ 大阪市淀川区西中島5-6-13 上野　佳之

923376 (株)ｻｲﾈｯｸｽ  ｻｲﾈｯｸｽ大阪市中央区瓦屋町3-6-13 村田　吉優

920928 (株)ｻｶｲ生化学研究所  ｻｶｲｾｲｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ堺市北区新金岡町5-7-616 庄司　勝

923078 (株)坂本ｸﾘｴｲﾄ  ｻｶﾓﾄｸﾘｴｲﾄ高石市羽衣3-696-1 坂本　周明

923233 佐川急便(株)  関西支店 ｻｶﾞﾜｷｭｳﾋﾞﾝ大阪市此花区島屋4-4-51 谷本　信幸

920932 (株)ｻｸｾｽ  ｻｸｾｽ 泉佐野市上町1-4-10 堀内  泰典

922677 (株)ｻｸｾｽｱｶﾃﾞﾐｰ  ｻｸｾｽｱｶﾃﾞﾐｰ東京都品川区西五反田1-1-8 佐々木　雄一

920936 (株)さくらｹｰｼｰｴｽ  ｻｸﾗｹｰｼｰｴｽ兵庫県神戸市中央区播磨町21-1 藤原　邦晃
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923093 (株)佐々木工務店  ｻｻｷｺｳﾑﾃﾝ堺市堺区三条通2-11 佐々木　貴子

923661 (株)ｻﾃﾗｲﾄ  ｻﾃﾗｲﾄ 大阪市北区太融寺町2-17 赤松　秀雄

922750 ｻﾆｰﾃﾞｨｯｼｭ(株)  ｻﾆｰﾃﾞｨｯｼｭ大東市御領3-9-21 田中　信輝

923501 (株)ｻﾆｺﾝ  ｻﾆｺﾝ 堺市北区百舌鳥陵南町3-345 池田　正博

923515 (株)ｻﾝｱﾒﾆﾃｨ大阪  ｻﾝｱﾒﾆﾃｨｵｵｻｶ大阪市中央区南新町2-3-7 加藤　隆志

920945 三栄基準寝具(株)  ｻﾝｴｲｷｼﾞｭﾝｼﾝｸﾞ羽曳野市川向2084 吉川　武

922556 (株)ｻﾝ･ｴｽ  ｻﾝｴｽ 奈良県奈良市法華寺町1273 長尾　英幸

924000 (株)ｻﾝｴｯｾﾝ  ｻﾝｴｯｾﾝ堺市美原区真福寺240 山口　利昭

922845 (株)三輝  ｻﾝｷ 大阪市北区同心1-10-12 中道　高司

920954 (有)三協商事  ｻﾝｷｮｳｼｮｳｼﾞ大阪市港区弁天6-5-40 桐島　道衞

922662 (株)ｻﾝｹﾝ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ  大阪支店 ｻﾝｹﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ吹田市芳野町2-8 尾場　勝男

920963 三晃工業(株)  ｻﾝｺｳｺｳｷﾞｮｳ大阪市大正区鶴町2-15-26 山梶　章

920965 (株)三幸舎ﾗﾝﾄﾞﾘｰｾﾝﾀｰ  ｻﾝｺｳｼｬﾗﾝﾄﾞﾘｰｾﾝﾀｰ泉佐野市鶴原311-1 大北　周平

920970 ｻﾝｺｰﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ(株)  ｻﾝｺｰﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ岸和田市小松里町2189 竹田　政美

920973 (株)三笑堂  堺支店 ｻﾝｼｮｳﾄﾞｳ堺市西区浜寺船尾町東3-336 橋口　直人

920976 (株)ｻﾝｽｲ  大阪支店 ｻﾝｽｲ 大阪市北区芝田2-5-14 守谷  修司

920978 (株)三水ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  大阪支社 ｻﾝｽｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ大阪市北区中之島6-2-40 吉村　徹

920980 ｻﾝｾｲ(株)  ｻﾝｾｲ 大阪市淀川区西宮原1-6-2 小嶋　敦

922725 (株)三精ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ  ｻﾝｾｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ大阪市北区池田町1-43 高岡　岳史

920982 三星広芸(株)  ｻﾝｾｲｺｳｹﾞｲ泉大津市板原町4-16-14 利倉　信明

920984 三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(株)  ｻﾝｾｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ大阪市淀川区宮原4-3-29 中川　実

920985 (株)ｻﾝﾀﾞ  ｻﾝﾀﾞ 堺市北区金岡町704-1 三田　荒一

920986 ｻﾝﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ(株)  ｻﾝﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ大阪市北区南森町2-4-32 福地  京子

923445 (有)ｻﾝﾃｯｸ  関西支店 ｻﾝﾃｯｸ 兵庫県赤穂郡上郡町高山1302 渡邉　文彦

923635 山王スペース＆レンタル(株)  大阪営業所 ｻﾝﾉｳｽﾍﾟｰｽｱﾝﾄﾞﾚﾝﾀﾙ大阪市浪速区湊町1-2-3 田中　陽介

920993 (株)三豊  ｻﾝﾎﾟｳ 愛知県豊橋市西山町字西山414-2 野中　敏幸

920996 (株)ｻﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ  ｻﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ大阪市中央区常盤町2-2-5 深田  良宏

923589 (株)杉優  ｻﾝﾕｳ 東大阪市上小阪4-3-1 杉浦　邦和

923908 (株)ｻﾝﾕｳ  ｻﾝﾕｳ 和泉市ﾃｸﾉｽﾃｰｼﾞ3-5-25 月城　国夫

923700 山洋ｺﾝｸﾘｰﾄ(株)  ｻﾝﾖｳｺﾝｸﾘｰﾄ泉佐野市南中樫井473-1 榎並　重男

923755 (株)ｻﾝﾗｲｽﾞ  ｻﾝﾗｲｽﾞ 岸和田市岡山町665 田代　禮子

921005 (株)ｻﾝ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ  ｻﾝﾗｲﾃｨﾝｸﾞ兵庫県神戸市中央区多聞通3-3-16 谷村　朋昭

921006 (株)ｻﾝﾘｰｸ  ｻﾝﾘｰｸ 大阪市淀川区宮原1-19-23 小東　雅彦

923802 (有)ｻﾝﾛｯｸ  大阪営業所 ｻﾝﾛｯｸ 阪南市自然田1303-2 岩元　光弘

922946 (株)ｻﾝﾜｺﾝ  関西支店 ｻﾝﾜｺﾝ
京都府京都市下京区高辻通室町西入繁
昌町295-1

高田　浩二

921010 三和ｼﾔｯﾀｰ工業(株)  泉州営業所 ｻﾝﾜｼﾔｯﾀｰｺｳｷﾞｮｳ泉南市岡田2-952 森本　稔

921015 (株)GIS関西  ｼﾞｰｱｲｴｽｶﾝｻｲ大阪市浪速区湊町1-2-3 河野　好弘

921021 (株)GSﾕｱｻ  関西支社 ｼﾞｰｴｽﾕｱｻ大阪市北区堂島2-2-2 東　大道

921022 (株)ｼﾞｰｴｽ･ﾕｱｻﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ  関西支店 ｼﾞｰｴｽﾕｱｻﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ大阪市北区天満1-6-11 前澤　勝幸

923726 (株)CTIｳｲﾝｸﾞ  ｼｰﾃｨｰｱｲｳｲﾝｸﾞ大阪市中央区道修町1-6-7 川口　一志
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923588 (株)ｼｰﾄﾞ  ｼｰﾄﾞ 静岡県三島市文教町1-7-25 西島　昭男

923931 (株)GPMO  関西事務所 ｼﾞｰﾋﾟｰｴﾑｵｰ大阪市北区梅田1-1-3 天米　一志

923595 ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ(株)  大阪営業所 ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ大阪市淀川区宮原4-3-39 小林　功

923067 JRCｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ(株)  関西支店 ｼﾞｪｲｱｰﾙｼｰｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ大阪市北区梅田3-4-5 福山　善文

923596 (株)ｼﾞｪｲｴｽｷｭｰﾌﾞ  西日本営業部 ｼﾞｪｲｴｽｷｭｰﾌﾞ大阪市淀川区西中島5-5-15 大河内　正治

922563 JFE条鋼(株)  西日本工場水島製造所 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｼﾞｮｳｺｳ岡山県倉敷市水島川崎通1-5-2 中村　宗二

921036 ｼﾞｪｲｴﾑｼｰ(株)  大阪支店 ｼﾞｪｲｴﾑｼ大ー阪市中央区平野町3-3-8 森　孝太郎

923982 (株)ｼﾞｪｲｺﾑｳｴｽﾄ  りんくう局 ｼﾞｪｲｺﾑｳｴｽﾄ泉佐野市りんくう往来南2-2 川崎　浩一

921910 (株)JECC  ｼﾞｪｯｸ 東京都千代田区丸の内3-4-1 村上　春生

922983 (株)GEOｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ  大阪営業所 ｼﾞｵｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ大阪市西区新町3-2-18 石川　富浩

921048 ｼﾞｵﾃｸﾆｶﾙ(株)  ｼﾞｵﾃｸﾆｶﾙ松原市田井城4-8-3 小松　一也

921049 (株)ｼﾞｵﾃｸﾉ関西  大阪営業所 ｼﾞｵﾃｸﾉｶﾝｻｲ大阪市北区天満橋1-8-30 田淵　文雄

923728 四国工業写真(株)  ｼｺｸｺｳｷﾞｮｳｼｬｼﾝ香川県高松市田村町363-3 岡野　康完

923812 (株)ｼｽﾃﾑ・ｴｰｼﾞ  ｼｽﾃﾑｴｰｼ兵゙庫県伊丹市御願塚3-1-18 上田　隆

921055 (株)ｼｽﾃﾑ環境研究所  大阪事務所 ｼｽﾃﾑｶﾝｷｮｳｹﾝｷｭｳｼｮ吹田市広芝町5-4 西澤　隆行

923086 (株)ｼｽﾃﾑｽﾀｯﾌ  ｼｽﾃﾑｽﾀｯﾌ大阪市西区新町1-28-3 安藤　廣道

923780 (株)ｼｽﾃﾑﾃﾞｨ  ｼｽﾃﾑﾃﾞｨ
京都府京都市中京区烏丸通三条上る場
之町603

堂山　道生

921057 (株)施設工学研究所  ｼｾﾂｺｳｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市北区万歳町4-12 吉住　則明

921346 ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ(株)  大阪営業所 ｼﾀﾞｯｸｽﾀﾞｲｼﾝﾄｳﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ大阪市中央区道頓堀1-2-15 松本　芳岳

921058 (株)ｼﾃｨｺｰﾄﾞ研究所  ｼﾃｨｺｰﾄﾞｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市中央区道修町2-2-5 森田　博一

923322 (株)ｼﾃｨｽﾀｯﾌ  ｼﾃｨｽﾀｯﾌ奈良県奈良市佐保台2-902-377 中田　貞徳

923488 (株)東雲  ｼﾉﾉﾒ 阪南市下出576-7-201 熊田　真士

921065 (株)島田組  ｼﾏﾀﾞｸﾞﾐ 八尾市弓削町南3-20-2 岩立　二郎

920661 (株)島津ｱｸｾｽ  大阪支店 ｼﾏﾂﾞｱｸｾｽ大阪市北区西天満5-14-10 岡島　満

921069 島津ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ(株)  大阪南営業所 ｼﾏﾂﾞﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ堺市堺区北花田口町３-2-6 坂本　久志

922587 ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ(株)  ｼｬｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ大阪市平野区加美南3-8-25 瀬村　倫之

921078 写測ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)  大阪支店 ｼｬｿｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ大阪市天王寺区上本町3-2-15 永露　潔

921079 ｼﾞｬﾄｰ(株)  ｼﾞｬﾄｰ 大阪市北区末広町1-22 小野　謙治

921081 (株)ｼﾞｬﾊﾟｯｸｽ  大阪支店 ｼﾞｬﾊﾟｯｸｽ吹田市江坂町1-6-6 水口　悟

921082 (株)ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ総合研究所  ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｿｳｺﾞｳｹﾝｷｭｳｼｮ京都府京都市右京区西京極西池田町9-5 藤原　壮督

921084 ｼﾞｬﾊﾟﾝｼｽﾃﾑ(株)  ｼﾞｬﾊﾟﾝｼｽﾃﾑ東京都渋谷区代々木1-22-1 阪口　正坦

921087 (株)ｼｭｱ･ﾃｸﾉ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ.  ｼｭｱﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝ大阪市淀川区三国本町1-6-21 中島　宏記

921088 (株)修成建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  ｼｭｳｾｲｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ大阪市北区野崎町7-8 八尾　博彦

923219 ｼﾞｮｲﾌﾙﾗﾝﾁ岸和田(株)  ｼﾞｮｲﾌﾙﾗﾝﾁｷｼﾜﾀﾞ岸和田市木材町3-2 田伏　太紀

921094 (株)上智  大阪支店 ｼﾞｮｳﾁ 高槻市黄金の里1-9-5 横山　文美

923727 (株)城南開発興業  ｼﾞｮｳﾅﾝｶｲﾊﾂｺｳｷﾞｮｳ京都府八幡市八幡軸68-7 上田　啓

921098 城陽ﾀﾞｲｷﾝ空調(株)  南大阪営業所 ｼﾞｮｳﾖｳﾀﾞｲｷﾝｸｳﾁｮｳ堺市堺区中之町西2-2-24 稲富　敬史

922695 (有)松和ﾒﾝﾃﾅﾝｽ  ｼｮｳﾜﾒﾝﾃﾅﾝｽ泉北郡忠岡町忠岡北2-12-59 河口　博伸

923902 ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ(株)  大阪支店 ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 吉田　勝彦

921114 (株)城山  大阪支店 ｼﾛﾔﾏ 大阪市淀川区宮原5-8-5 藤村　学
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921116 ｼﾝｴｲｾｷｭﾘﾃｨｰ(株)  ｼﾝｴｲｾｷｭﾘﾃｨｰ岸和田市下池田町2-7-16 藤原  愛実

921123 (株)ｼﾝｸ  ｼﾝｸ 福岡県田川市大字伊加利字狐取1824-22 丸山　秀明

922848 信号器材(株)  大阪営業所 ｼﾝｺﾞｳｷｻﾞｲ大阪市北区本庄西3-1-2 藤浪　一弘

921130 ｼﾝｺｰｽﾎﾟｰﾂ(株)  大阪支店 ｼﾝｺｰｽﾎﾟｰﾂ大阪市西区江戸堀1-2-11 田邊　努

921132 (株)伸生  ｼﾝｾｲ 堺市美原区木材通4-15-15 多屋  貞一

923892 (株)新日本旅行  ｼﾝﾆｯﾎﾟﾝﾘｮｺｳ岸和田市西之内町65-26 中橋　仁史

923900 新日本有限責任監査法人  ｼﾝﾆﾎﾝ 東京都千代田区内幸町2-2-3 坂井　俊介

923927 新日本管検工業(有)  ｼﾝﾆﾎﾝｶﾝｹﾝｺｳｷﾞｮｳ兵庫県伊丹市南本町7-1-1-606 渡海　優

921144 新日本機動警備(株)  ｼﾝﾆﾎﾝｷﾄﾞｳｹｲﾋﾞ堺市堺区旭ヶ丘北町1-6-8 阪本  敦史

923035 (株)ｼﾝﾉｳ  ｼﾝﾉｳ 岡山県倉敷市連島中央1-10-28

923762 ｼﾝﾌｫﾆｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)  大阪支社 ｼﾝﾌｫﾆｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東大阪市鴻池徳庵町3-65 山田　裕克

921155 新明和ｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽ(株)  ｼﾝﾒｲﾜｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽ兵庫県芦屋市打出町7-18 島坂　忠宏

922988 伸和ｻｰﾋﾞｽ(株)  ｼﾝﾜｻｰﾋﾞｽ大阪市北区天神橋7-7-5 髙石　寧夫

923583 (株)ｽｲﾀ情報ｼｽﾃﾑ  大阪本社 ｽｲﾀｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ大阪市北区大淀中2-1-1 河村　吉則

921171 (株)水道産業新聞社  ｽｲﾄﾞｳｻﾝｷﾞｮｳｼﾝﾌﾞﾝｼｬ大阪市北区豊崎2-7-9 西原　一裕

921172 水道ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ(株)  ｽｲﾄﾞｳﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ東京都新宿区内藤町87 今井　茂樹

920314 水ing(株)  大阪支店 ｽｲﾝｸﾞ 大阪市淀川区西中島7-1-5 野中　秀一

921173 (株)末廣興業  岸和田本店 ｽｴﾋﾛｺｳｷﾞｮｳ岸和田市田治米町502 吹田　毅

921175 Sky(株)  ｽｶｲ 大阪市淀川区宮原3-4-30 大浦　淳司

923869 (株)杉原工業  ｽｷﾞﾊﾗｺｳｷﾞｮｳ岸和田市下松町4-21-11 近沢　聡史

923356 (株)ｽｸｰﾙｷｰﾊﾟｰ  ｽｸｰﾙｷｰﾊﾟｰ
神奈川県横浜市神奈川区三枚町563-
25-A101

山下　泰徳

921183 (株)ｽｽﾞｹﾝ  岸和田支店 ｽｽﾞｹﾝ 岸和田市土生町2-3-3 小谷　信也

923513 (株)ｽﾀｰﾄﾗｲﾌ  ｽﾀｰﾄﾗｲﾌ大阪市西区西本町1-2-14 後藤　康広

921184 (株)ｽﾀｼﾞｵ三十三  ｽﾀｼﾞｵｻﾝｼﾞｭｳｻﾝ京都府京都市伏見区竹田松林町11 井上　喜代志

923554 (株)ｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ  ｸﾗｳﾄﾞｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾞDivision ｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭ大ー阪市西区靭本町2-3-2 山田　幸人

921190 (株)ｽﾏｲﾙ  ｽﾏｲﾙ 豊中市庄内西町5-1-24 宗利　拓也

922574 (株)ｽﾛｰﾌｫﾜｰﾄﾞ  ｽﾛｰﾌｫﾜｰﾄﾞ東大阪市若江東町2-7-3-901 筒井　勇雄

923627 (株)静環検査ｾﾝﾀｰ  大阪支店 ｾｲｶﾝｹﾝｻｾﾝﾀｰ大阪市淀川区西中島3-8-2 柴田　克也

921208 精研医科工業(株)  ｾｲｹﾝｲｶｺｳｷﾞｮｳ摂津市鳥飼上3-1-28 永井　清彦

923518 星光建設(株)  ｾｲｺｳｹﾝｾﾂ大阪市中央区久太郎町2-5-18-36 山本　次郎

921210 ｾｲｺｰﾒﾃﾞｨｶﾙ(株)  大阪支店 ｾｲｺｰﾒﾃﾞｨｶﾙ泉大津市北豊中町2-5-28 篠前　忠宏

923025 ｾｲﾉｰｽｰﾊﾟｰｴｸｽﾌﾟﾚｽ(株)  大阪引越ｾﾝﾀｰ ｾｲﾉｰｽｰﾊﾟｰｴｸｽﾌﾟﾚｽ門真市四宮2-11-50 森田　実

922623 (株)西播設計  大阪支店 ｾｲﾊﾞﾝｾｯｹｲ高槻市高西町1-25 河村　智裕

921218 西菱電機(株)  大阪支社 ｾｲﾘｮｳﾃﾞﾝｷ大阪市北区堂島浜2-2-8 川端　真史

922648 世和建設(株)  ｾｲﾜｹﾝｾﾂ堺市堺区甲斐町西2-2-23 田中　富雄

923874 (株)正和情報ｻｰﾋﾞｽ  ｾｲﾜｼﾞｮｳﾎｳｻｰﾋﾞｽ和歌山県和歌山市小人町6 尾花　正治

921222 (株)誠和総合産業  ｾｲﾜｿｳｺﾞｳｻﾝｷﾞｮｳ高石市千代田1-8-8 坂本　玉子

921223 (株)ｾｲﾜﾌﾟﾗﾝﾄ  堺支店 ｾｲﾜﾌﾟﾗﾝﾄ堺市北区金岡町704-3 伊木　良明

923203 (株)ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ  ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ東京都千代田区大手町2-6-4 山﨑　敦

921228 ｾｺﾑ(株)  ｾｺﾑ 東京都渋谷区神宮前1-5-1 中山　泰男
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922765 (株)ｾｿﾞﾝﾊﾟｰｿﾅﾙﾌﾟﾗｽ  ｾｿﾞﾝﾊﾟｰｿﾅﾙﾌﾟﾗｽ東京都豊島区東池袋2-60-3 能城　成一郎

921237 (株)ｾﾗﾑ  ｾﾗﾑ 愛知県名古屋市北区大曽根1-26-23 玉置　正樹

921239 (株)ｾﾚｽﾎﾟ  大阪支店 ｾﾚｽﾎﾟ 大阪市住之江区北加賀屋3-1-30 小林　哲也

921242 (株)泉宏産業  ｾﾝｺｳｻﾝｷﾞｮｳ岸和田市小松里町2374 稲垣  裕文

923397 ｾﾝｺｰ(株)  ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ営業本部　関西営業部 ｾﾝｺｰ 大阪市北区大淀中1-1-30 井澤　公男

921246 泉州警備保障(株)  ｾﾝｼｭｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ岸和田市加守町2-10-27 藤原  秀之

921249 泉州測地(株)  ｾﾝｼｭｳｿｸﾁ岸和田市土生町161 藤田  和秀

921253 泉州防災(株)  岸和田支店 ｾﾝｼｭｳﾎﾞｳｻｲ岸和田市小松里町550-2 山本　修輝

923713 (株)宣成社  ｾﾝｾｲｼｬ大阪市中央区北浜１-5-8 馬場　雅也

923740 (株)宣通  ｾﾝﾂｳ 愛知県名古屋市東区東桜2-16-27 津田　郁夫

921258 ｾﾝﾄﾗﾙ映電(株)  ｾﾝﾄﾗﾙｴｲﾃﾞﾝ大阪市浪速区元町1-1-20 角矢　恭助

923422 ｾﾝﾄﾗﾙ警備保障(株)  大阪事業部 ｾﾝﾄﾗﾙｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ大阪市淀川区西中島1-11-16 小俣　力男

923688 泉北ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ(株)  ｾﾝﾎﾞｸｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ堺市南区深阪南2690 土山　光則

921271 (株)ｾﾞﾝﾘﾝ  大阪営業部 ｾﾞﾝﾘﾝ 大阪市西区川口3-3-9 福嶌　康二

921277 (株)総合環境計画  大阪支社 ｿｳｺﾞｳｶﾝｷｮｳｹｲｶｸ大阪市西区立売堀1-3-13 横山　隆二郎

921282 (株)総合計画機構  ｿｳｺﾞｳｹｲｶｸｷｺｳ大阪市中央区谷町2-2-22 水上　貴之

921283 綜合警備保障(株)  大阪南支社 ｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ堺市堺区戎島町3-22-1 二木　朋哉

922876 総合調査設計(株)  ｿｳｺﾞｳﾁｮｳｻｾｯｹｲ大阪市北区芝田1-10-10 塩見  光男

921286 (株)総合水研究所  ｿｳｺﾞｳﾐｽﾞｹﾝｷｭｳｼｮ堺市堺区神南辺町1-4-6 待田　裕美

923685 創電工業(株)  ｿｳﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ岸和田市池尻町579-14 松尾　幸治

921291 (株)創和  ｿｳﾜ 東京都江戸川区篠崎町3-33-8 石住  義光

923817 創和ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ(株)  ｿｳﾜｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ兵庫県神戸市灘区水道筋5-1-15-305 関口　義茂

921293 ｿｴﾀﾞ防災設備  ｿｴﾀﾞﾎﾞｳｻｲｾﾂﾋﾞ岸和田市神須屋町435-7-413 添田  芳男

923633 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ(株)  法人事業戦略本部 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ東京都港区東新橋1-9-1 藤長　国浩

921856 (株)ｿﾗｽﾄ  大阪南支社 ｿﾗｽﾄ 大阪市中央区久太郎町2-4-11 徳山　英嬉

923302 ｿﾘﾏﾁ(株)  ｿﾘﾏﾁ 新潟県長岡市表町1-4-24 反町　秀樹

921296 ｿﾚｷｱ(株)  大阪支店 ｿﾚｷｱ 大阪市中央区城見2-1-61 新田　亨

923938 (合同)そわか21  ｿﾜｶﾆｼﾞｭｳｲﾁ堺市中区深井北町3483-1-508 喜多　眞知子

921298 (株)第一  ﾀﾞｲｲﾁ 泉佐野市りんくう往来南5-10 西浦　和男

921299 第一環境(株)  関西支店 ﾀﾞｲｲﾁｶﾝｷｮｳ大阪市淀川区西中島6-8-8 田中　進一

922878 (株)第一食品  ﾀﾞｲｲﾁｼｮｸﾋﾝ大阪市生野区巽北1-26-4 小宮  秀範

921306 (株)第一ﾃｸﾉ  関西支店 ﾀﾞｲｲﾁﾃｸﾉ大阪市北区大淀中1-4-16 鈴木　一

921310 第一法規(株)  ﾀﾞｲｲﾁﾎｳｷ東京都港区南青山2-11-17 田中　英弥

921312 大栄環境(株)  ﾀﾞｲｴｲｶﾝｷｮｳ和泉市ﾃｸﾉｽﾃｰｼﾞ2-3-28 金子　文雄

923972 (株)大栄商事  ﾀﾞｲｴｲｼｮｳｼﾞ和泉市青葉台2-10-25 大塚　豊

921317 ﾀｲｶﾞｰ警備保障(株)  ﾀｲｶﾞｰｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ堺市北区百舌鳥梅北町5-243-3 吉川　久美

921318 (株)ﾀﾞｲｶﾝ  ﾀﾞｲｶﾝ 大阪市鶴見区焼野3-2-79 吉村  太郎

921319 (株)ﾀｲｷ  ﾀｲｷ 大阪市天王寺区寺田町1-1-2 矢野　幸吉

921320 (株)大軌  ﾀﾞｲｷ 東大阪市箱殿町5-8 齋藤　昭

921323 ﾀﾞｲｷﾁﾚﾝﾄｵｰﾙ(株)  ﾀﾞｲｷﾁﾚﾝﾄｵｰﾙ堺市中区深井中町1385-1 山田　三郎
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921327 ﾀﾞｲｷﾝ工業(株)  ﾀﾞｲｷﾝｺｳｷﾞｮｳ大阪市北区中崎西2-4-12 十河　政則

922649 (株)ﾀﾞｲｹﾝﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ  大阪支店 ﾀﾞｲｹﾝﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ大阪市北区曽根崎2-12-7 飯田　英貴

921334 (株)ﾀﾞｲｺｸ  ﾀﾞｲｺｸ 交野市星田北5-12-35 金光  聖中

921335 (株)大黒  ﾀﾞｲｺｸ 和歌山県和歌山市手平3-8-43 堀井　孝一

921356 (株)ﾀﾞｲｾﾝ  ﾀﾞｲｾﾝ 大阪市中央区道修町4-5-6 仙石　隆昭

921363 大東衛生(株)  ﾀﾞｲﾄｳｴｲｾｲ大阪市東成区大今里西1-19-38 渡部　敏弘

921370 大都保全興業(株)  ﾀﾞｲﾄﾎｾﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ大阪市北区大淀中3-16-12 兒玉　佳大

923821 (株)ﾀﾞｲﾆ工業  ﾀﾞｲﾆｺｳｷﾞｮｳ堺市堺区大浜中町3-7-3 松尾　進一

921373 大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)  大阪支社 ﾀﾞｲﾆｯﾎﾟﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ大阪市中央区南久宝寺町3-1-8 原田　政彦

921375 ﾀﾞｲﾊﾂﾃﾞｨｰｾﾞﾙ(株)  ﾀﾞｲﾊﾂﾃﾞｨｰｾﾞﾙ大阪市北区大淀中1-1-30 木下　茂樹

921376 (株)太平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ  大阪支店 ﾀｲﾍｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ大阪市淀川区西中島4-12-12 鈴木　宏美

923015 泰平産業(株)  ﾀｲﾍｲｻﾝｷﾞｮｳ岸和田市加守町2-7-13 小孫　輝子

921379 ﾀｲﾎ防災工業(株)  ﾀｲﾎﾎﾞｳｻｲｺｳｷﾞｮｳ大阪市住吉区山之内4ｰ12-12 山下　保一

923532 大丸ｴﾅｳｨﾝ(株)  大阪支店 ﾀﾞｲﾏﾙｴﾅｳｨﾝ岸和田市西大路町213 居内　清和

922957 ﾀｲﾑｽﾞ24(株)  法人営業本部 ﾀｲﾑｽﾞﾆｼﾞｭｳﾖﾝ大阪市中央区今橋4-1-1 中木　文行

921385 太洋ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)  大阪本社 ﾀｲﾖｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ大阪市中央区瓦町2-3-10 中野　晃治

923117 大和電設工業(株)  ﾀﾞｲﾜﾃﾞﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ京都府京都市南区吉祥院池ノ内町83 栩谷　晴雄

921396 大和ﾊｳｽ工業(株)  本店 ﾀﾞｲﾜﾊｳｽｺｳｷﾞｮｳ大阪市北区梅田3-3-5 出倉　和人

921397 大和不動産鑑定(株)  ﾀﾞｲﾜﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲ大阪市西区西本町1-4-1 渡邊　茂雄

921400 大和ﾘｰｽ(株)  大阪本店 ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ大阪市中央区備後町１-5-2 田村　謙二

923581 ﾀｶｷﾞｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(株)  ﾀｶｷﾞｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ大阪市中央区北浜4-7-19 髙木　健

923955 (株)高浄  ﾀｶｼﾞｮｳ 高槻市城北町1-14-18 長井　正樹

921408 (株)ﾀｶﾀﾞ  ﾀｶﾀﾞ 大阪市北区梅田1-2-2-1200 平松　圭一

923945 (株)ﾀｶﾉ  ﾀｶﾉ 吹田市江坂町5-6-10 高野　哲夫

922977 (株)ﾀｶﾐ  ﾀｶﾐ 静岡県盤田市匂坂上309-2 飯田  顕嗣

921417 (株)宅配  ﾀｸﾊｲ 東京都文京区本郷4-11-5 斜森  太郎

921419 (有)拓真  ﾀｸﾏ 泉南市樽井5-6-22 濱野　美佐代

921421 竹内化学(株)  大阪営業所 ﾀｹｳﾁｶｶﾞｸ泉佐野市中庄809-18 北芝　明

921424 武田興業(株)  ﾀｹﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ枚方市東船橋1-1 武田　基由

922671 (株)ﾀｹﾐ･ｺｰﾎﾟｰﾚｰｼｮﾝ  ﾀｹﾐｺｰﾎﾟｰﾚｰｼｮﾝ堺市南区逆瀬川895-3 廣瀨　丈巳

921431 (株)ﾀﾞｽｷﾝ岸和田  ﾀﾞｽｷﾝ岸和田支店 ﾀﾞｽｷﾝｷｼﾜﾀﾞ岸和田市荒木町2-9-8 脇坂　正美

921435 (株)DACS  ﾀﾞｯｸｽ 大阪市中央区瓦町1-4-8 佐藤　尚文

921436 (株)ﾀﾂﾀ環境分析ｾﾝﾀｰ  ﾀﾂﾀｶﾝｷｮｳﾌﾞﾝｾｷｾﾝﾀｰ東大阪市岩田町2-3-1 壇上　芳郎

923748 (有)達巳  ﾀﾂﾐ 京都府久世郡久御山町森3-28-6 清水　隆史

921442 (株)田中衡機工業所  ﾀﾅｶｺｳｷｺｳｷﾞｮｳｼｮ新潟県三条市福島新田丙2318-1 田中　康之

923400 (株)田中浚渫工業  ﾀﾅｶｼｭﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ八尾市南木の本5-49 田中　正人

921455 (株)玉尾ｻｰﾋﾞｽ  ﾀﾏｵｻｰﾋﾞｽ大阪市西区京町堀2-13-9 岡田　珠生

921459 (株)ﾀﾑﾗ  ﾀﾑﾗ 東京都江戸川区西一之江4-9-28 田村　浩章

922927 (株)地域環境ｼｽﾃﾑ研究所  ﾁｲｷｶﾝｷｮｳｼｽﾃﾑｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市北区豊崎3-10-2 畑間  慎哉

921463 (株)地域計画建築研究所  大阪事務所 ﾁｲｷｹｲｶｸｹﾝﾁｸｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市中央区今橋3-1-7 中塚　一
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921464 (株)地域経済研究所  ﾁｲｷｹｲｻﾞｲｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市中央区石町1-1-1 清野　寛

923861 (株)地域創造研究所  ﾁｲｷｿｳｿﾞｳｹﾝｷｭｳｼｮ兵庫県西宮市江上町4-13 深川　忠志

922948 (株)地域文化財研究所  ﾁｲｷﾌﾞﾝｶｻﾞｲｹﾝｷｭｳｼｮ東大阪市岩田町1-17-9 福永  信雄

923560 (株)地域未来研究所  ﾁｲｷﾐﾗｲｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市北区堂島1-5-17 竹内　新一

921472 地中ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)  大阪営業所 ﾁﾁｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ大阪市北区西天満3-13-18 淡路　国浩

921478 (株)中央ｸﾘｴｲﾄ  関西支店 ﾁｭｳｵｳｸﾘｴｲﾄ大阪市淀川区西中島1-15-2 足立　智司

921479 中央ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ(株)  大阪支店 ﾁｭｳｵｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ大阪市中央区今橋4-1-1 愛敬　圭二

921480 中央商工(株)  ﾁｭｳｵｳｼｮｳｺｳ大阪市旭区大宮4-22-1 吉田  隆一

921492 中外ﾃｸﾉｽ(株)  関西支社 ﾁｭｳｶﾞｲﾃｸﾉｽ大阪市北区中崎西4-3-27 笹口　秀一

922753 (株)中紀ﾊﾞｽKANSAI  ﾁｭｳｷﾊﾞｽｶﾝｻｲ和歌山県和歌山市井ノ口544-2 高垣　太郎

921495 中日臨海ﾊﾞｽ(株)  大阪堺支店 ﾁｭｳﾆﾁﾘﾝｶｲﾊﾞｽ堺市西区浜寺石津町西3-7-30 森川　大興

923348 (株)中和  ﾁｭｳﾜ 奈良県葛城市大畑20-1 寺田　潤哉

921498 (株)長大  大阪支社 ﾁｮｳﾀﾞｲ 大阪市西区新町2-20-6 是澤　元博

921504 (株)千代田ﾃｸﾉﾙ  ﾁﾖﾀﾞﾃｸﾉﾙ東京都文京区湯島1-7-12 山口　和彦

923601 ﾁﾘ化成(株)  ﾁﾘｶｾｲ 和歌山県紀の川市桃山町市場547-3 小川　量也

923495 (株)ﾂｰﾘｽﾄｴｷｽﾊﾟｰﾂ  西日本営業部 ﾂｰﾘｽﾄｴｷｽﾊﾟｰﾂ大阪市浪速区湊町1-4-38 八野　眞一

923249 塚田印刷(株)  大阪営業所 ﾂｶﾀﾞｲﾝｻﾂ大阪市港区築港3-7-15-312A 丸山　幸宏

921509 (株)辻井建築設計事務所  ﾂｼﾞｲｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ大阪市淀川区宮原4-4-2-517 辻井　将吾

923724 税理士法人辻総合会計  ﾂｼﾞｿｳｺﾞｳｶｲｹｲ大阪市中央区平野町3-3-7-101 辻　勝

921516 都築ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ(株)  大阪支店 ﾂﾂﾞｷﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ大阪市中央区久太郎町1-9-26 高津　成央

921517 都築電気(株)  大阪支店 ﾂﾂﾞｷﾃﾞﾝｷ大阪市北区中之島2-2-2 吉田　克之

921521 ﾃｨｱｲﾒﾃﾞｨｶﾙ(株)  ﾃｨｱｲﾒﾃﾞｨｶﾙ堺市西区浜寺石津町西2-1-34 熊美　羊祐

921523 DIRｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ(株)  公共ｼｽﾃﾑ本部 ﾃﾞｨｰｱｲｱｰﾙｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ東京都江東区永代1-14-6 小菅　美也雄

921524 TSP太陽(株)  大阪支店 ﾃｨｰｴｽﾋﾟｰﾀｲﾖｳ大阪市淀川区木川東4-8-33 藤田　真治

923426 ﾃﾞｨｰ･ｴﾌ･ｴﾙ･ﾘｰｽ(株)  ﾃﾞｨｰｴﾌｴﾙﾘｰｽ大阪市中央区伏見町4-1-1 吉井　宏

924003 (株)ﾃﾞｨｰｿﾙ  西日本支店 ﾃﾞｨｰｿﾙ 大阪市中央区久太郎町1-3-9 乾　誠良

921528 ﾃﾞｨｰﾋﾞｰ環境調整(株)  ﾃﾞｨｰﾋﾞｰｶﾝｷｮｳﾁｮｳｾｲ大阪市淀川区西宮原1-6-60 渋谷　英克

923731 (株)DPPﾍﾙｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ  ﾃﾞｨｰﾋﾟｰﾋﾟｰﾍﾙｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ広島県広島市南区京橋町1-23 原森　勝成

923603 ﾃｨｰﾍﾟｯｸ(株)  ﾃｨｰﾍﾟｯｸ東京都台東区上野5-6-10 砂原　健市

921529 ﾃｨｰﾒﾃﾞｨｸｽ(株)  ﾃｨｰﾒﾃﾞｨｸｽ東京都新宿区西新宿1-22-2 森　一晃

921532 (株)ﾃﾞｲｹｲｹｲｻｰﾋﾞｽ関西  ﾃﾞｲｹｲｹｲｻｰﾋﾞｽｶﾝｻｲ門真市宮前町1-6 今吉　雅之

921533 (株)TKC  ﾃｨｹｲｼｲ 栃木県宇都宮市鶴田町1758 角  一幸

923003 (株)帝国ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ  堺支店 ﾃｲｺｸﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ堺市堺区大町西3-3-14 辻合　正夫

921534 帝人ｴｺ･ｻｲｴﾝｽ(株)  関西事業所 ﾃｲｼﾞﾝｴｺｻｲｴﾝｽ茨木市南目垣1-4-1 奈良崎　浩美

921535 帝人在宅医療(株)  ﾃｲｼﾞﾝｻﾞｲﾀｸｲﾘｮｳ東京都千代田区霞が関3-2-1 園田　浩樹

921953 (株)DINS堺  ﾃﾞｨﾝｽﾞｻｶｲ堺市西区築港新町4-2-3 下地　正勝

922379 (株)ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ  大阪営業所 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ大阪市中央区粉川町4-8-901 八代　哲治

922905 (株)ﾃﾞｰﾀﾎﾗｲｿﾞﾝ  ﾃﾞｰﾀﾎﾗｲｿﾞﾝ広島県広島市西区草津新町1-21-35 内海　良夫

923016 (株)ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ  関西支店 ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ大阪市北区梅田1-11-4-1100-11-10 三小田　和則

921540 ﾃｸﾉ･ﾄｯﾊﾟﾝ･ﾌｫｰﾑｽﾞ(株)  西部ｻｰﾋﾞｽ部 ﾃｸﾉﾄｯﾊﾟﾝﾌｫｰﾑｽﾞ大阪市西区西本町2-3-10 遠藤　剛宣
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921542 (株)ﾃｸﾉ菱和  大阪支店 ﾃｸﾉﾘｮｳﾜ大阪市北区天満2-7-3 星野　宏一

921399 (株)ﾃﾞｻﾞｲﾝｱｰｸ  大阪本店 ﾃﾞｻﾞｲﾝｱｰｸ大阪市西区阿波座1-5-16 黒飛　浩文

921544 (株)ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾌﾟｽ  ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾌﾟｽ大阪市鶴見区緑1-5-7 十川  吉正

923767 (株)ﾃｽｺﾑ  関西支店 ﾃｽｺﾑ 吹田市江の木町12-5 高山　裕之

923971 (株)ﾃｽﾃｨﾊﾟﾙ  ﾃｽﾃｨﾊﾟﾙ大阪市中央区南久宝寺町4-3-5 藤井　俊成

923206 ﾃｯｸｽ・ｶﾝﾎﾟ(株)  ﾃｯｸｽｶﾝﾎ京゚都府京都市伏見区羽束師古川町243 後藤　宜志

921549 ﾃﾞｭﾌﾟﾛ(株)  南大阪営業所 ﾃﾞｭﾌﾟﾛ 堺市北区百舌鳥赤畑町4-330-1 中西　一雄

921550 寺岡ｵｰﾄ･ﾄﾞｱｼｽﾃﾑ(株)  大阪支店 ﾃﾗｵｶｵｰﾄﾄﾞｱｼｽﾃﾑ大阪市北区中津4-3-9 小西　啓一

922716 ﾃﾗﾙ(株)  大阪支店 ﾃﾗﾙ 大阪市西区靭本町1-11-7 若林　聡

923200 (株)電算ｼｽﾃﾑ  事業本部 ﾃﾞﾝｻﾝｼｽﾃﾑ岐阜県岐阜市日置江1-58 松浦　陽司

922634 ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌ(株)  堺ｵﾌｨｽ ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌ堺市堺区熊野町西3-2-7 垣見　正人

923437 ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株)  ﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ東京都港区芝5-33-1 横道　浩一

921561 (有)土井ｻｰﾋﾞｽ  ﾄﾞｲｻｰﾋﾞｽ堺市美原区丹上494-14 土井  博之

921565 東亜ｸﾞﾗｳﾄ工業(株)  関西支店 ﾄｳｱｸﾞﾗｳﾄｺｳｷﾞｮｳ大阪市淀川区西中島6-5-4-2203 玉置　真樹

921571 東映(株)  教育映像部関西営業推進室 ﾄｳｴｲ 大阪市北区梅田1-12-6 大東　駒吉

921572 東海ｱﾅｰｽ(株)  大阪営業所 ﾄｳｶｲｱﾅｰｽ大阪市中央区南船場1-5-21 土肥　省治

923569 (株)東海ｼｽﾃﾑ設計  ﾄｳｶｲｼｽﾃﾑｾｯｹｲ愛知県名古屋市名東区香流1-1113 笠作　逸朗

921578 東海ﾘｰｽ(株)  大阪支店 ﾄｳｶｲﾘｰｽ大阪市北区天神橋2丁目北2-6 茶谷　靖雄

923274 東京書籍(株)  関西第一支社 ﾄｳｷｮｳｼｮｾｷ大阪市淀川区西宮原1-4-10 大西　史敏

923973 東京製鐵(株)  岡山工場 ﾄｳｷｮｳｾｲﾃﾂ岡山県倉敷市南畝4-1-1 川本　博己

921257 東京ｾﾝﾁｭﾘｰ(株)  ﾄｳｷｮｳｾﾝﾁｭﾘｰ大阪市中央区本町3-5-7 臼井　正治

921586 東京ﾃｸﾆｶﾙ･ｻｰﾋﾞｽ(株)  ﾄｳｷｮｳﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ千葉県浦安市今川4-12-38-1 吉池　南

923641 東京反訳(株)  大阪支店 ﾄｳｷｮｳﾊﾝﾔｸ大阪市北区南森町2-2-9-7F-A 吉條　一

921588 (株)東京法規出版  ﾄｳｷｮｳﾎｳｷｼｭｯﾊﾟﾝ東京都文京区本駒込2-29-22 菅　国典

921591 (株)東京ﾘｰｶﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞ  大阪法人事業本部 ﾄｳｷｮｳﾘｰｶﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞ大阪市北区茶屋町1-27 石原　潤

921593 (株)東光ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ  大阪支店 ﾄｳｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ大阪市西区西本町1-3-15 堀　龍義

921596 (株)東芝  関西支社 ﾄｳｼﾊﾞ 大阪市北区角田町8-1 横溝　英樹

921597 東芝医用ﾌｧｲﾅﾝｽ(株)  ﾄｳｼﾊﾞｲﾖｳﾌｧｲﾅﾝｽ東京都中央区日本橋人形町2-14-10 関　尚平

921598 東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ(株)  関西支社 ﾄｳｼﾊﾞｴﾚﾍﾞｰﾀ大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 小林　薫

921601 東芝通信ｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ(株)  関西支店 ﾄｳｼﾊﾞﾂｳｼﾝｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ大阪市中央区本町4ｰ2ｰ12 高　弘之

921600 東芝電機ｻｰﾋﾞｽ(株)  関西支店 ﾄｳｼﾊﾞﾃﾞﾝｷｻｰﾋﾞｽ大阪市北区角田町8-1 松島　永治

921603 東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ(株)  南大阪支店 ﾄｳｼﾊﾞﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ堺市堺区南花田口町2-3-20 三田　滋也

923977 道修商事(株)  ﾄﾞｳｼｭｳｼｮｳｼﾞ大阪市中央区道修町3-3-10-510 赤﨑　辰也

921606 東ﾃｸ(株)  大阪支店 ﾄｳﾃｸ 大阪市中央区北浜3-7-12 小山　馨

921609 (有)東阪ｱﾒﾆﾃｨ  ﾄｳﾊﾝｱﾒﾆﾃｨ東大阪市上小阪1-8-14 川上　鋼也

923745 東武ﾄｯﾌﾟﾂｱｰｽﾞ(株)  堺支店 ﾄｳﾌﾞﾄｯﾌﾟﾂｱｰｽﾞ堺市堺区北瓦町1-3-17 東　秀樹

921610 (株)東紅給食  ﾄｳﾍﾞﾆｷｭｳｼｮｸ大阪市住吉区長居1-15-17 山下  史朗

922839 (株)東邦微生物病研究所  ﾄｳﾎｳﾋﾞｾｲﾌﾞﾂﾋﾞｮｳｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市浪速区下寺3-11-14 西村　公一

924011 東洋印刷(株)  大阪営業所 ﾄｳﾖｳｲﾝｻﾂ大阪市中央区北久宝寺町1-5-6 小田　俊輔

923071 東洋ｶﾚｯﾄ(株)  滋賀工場 ﾄｳﾖｳｶﾚｯﾄ滋賀県湖南市岩根136-82 北川　愼太郎
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921616 東洋計器(株)  大阪支店 ﾄｳﾖｳｹｲｷ吹田市南金田1-8-8 大川　知之

921617 東洋検査工業(株)  大阪支店 ﾄｳﾖｳｹﾝｻｺｳｷﾞｮｳ堺市西区浜寺石津町西4-7-7 中根　聖文

923170 東洋ｼｬｯﾀｰ(株)  堺営業所 ﾄｳﾖｳｼｬｯﾀ堺ー市中区深井水池町3087 森脇　亮

921623 (株)東洋食品  ﾄｳﾖｳｼｮｸﾋﾝ東京都台東区東上野1-14-4 荻久保　英男

921624 東洋ﾃｯｸ(株)  大阪南支社 ﾄｳﾖｳﾃｯｸ堺市堺区大浜南町2-5-8 原　清朗

921628 東洋ﾒﾝﾃﾅｽ(株)  ﾄｳﾖｳﾒﾝﾃﾅｽ東大阪市本庄西1-10-24 岡　健積

921634 東和ｸﾘｰﾅｰ(有)  ﾄｳﾜｸﾘｰﾅ大ー阪市西淀川区大和田4-1-16 大迫　佳子

921635 東和工業(株)  ﾄｳﾜｺｳｷﾞｮｳ枚方市牧野本町1-1-59 中野　一男

923230 東和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)  関西営業所 ﾄｳﾜｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ吹田市岸部北1-13-4 玉腰　豊

921636 東和産業(株)  ﾄｳﾜｻﾝｷﾞｮｳ大阪市東成区東中本1-17-1 白小路　雅尚

923152 (株)ﾄｰｶｲ  大阪北支店 ﾄｰｶｲ 摂津市鳥飼本町4-8-9 出原　章文

921645 (株)ﾄｰｹﾐ  ﾄｰｹﾐ 大阪市淀川区田川北1-12-11 細谷　一彦

923181 (株)ﾄｰｼﾞﾂﾌｰｽﾞ  ﾄｰｼﾞﾂﾌｰｽ大゙阪市中央区久太郎町2-4-27 渡邊　達郎

923362 (株)ﾄｰﾃｯｸ  ﾄｰﾃｯｸ 大阪市東成区中本5-2-33 古川　常之

923659 ﾄｰﾃｯｸｱﾒﾆﾃｨ(株)  ﾄｰﾃｯｸｱﾒﾆﾃｨ愛知県名古屋市西区名駅2-27-8 坂井　幸治

921646 (株)ﾄｰﾆﾁｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  西日本支社 ﾄｰﾆﾁｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ大阪市北区万歳町3-20 横井　輝明

921647 有限責任監査法人ﾄｰﾏﾂ  大阪事務所 ﾄｰﾏﾂ 大阪市中央区今橋4-1-1 石黒　訓

921648 ﾄｰﾖｰｱﾙﾌｧﾈｯﾄ(株)  大阪ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ ﾄｰﾖｰｱﾙﾌｧﾈｯﾄ大阪市北区同心2-3-19 辻村　宜久

923263 (株)ﾄｰﾖｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ  ﾄｰﾖｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ大阪市西区江戸堀1-21-35 山本　雅昭

923818 (株)ﾄｰﾖｰふれ愛ﾊﾞｽ  ﾄｰﾖｰﾌﾚｱｲﾊﾞｽ八尾市太田新町3-184 松元　勉

921650 (株)ﾄｷﾄ  ﾄｷﾄ 堺市中区土師町4-5-17 時任　一徳

921655 (株)ﾄｸｽｲ  大阪営業所 ﾄｸｽｲ 大阪市淀川区西中島3-9-12 滝本  太一郎

921658 徳和目建設(株)  ﾄｸﾜﾒｹﾝｾﾂ泉南市岡田1730-3 徳和目　正彦

921661 (株)都市空間研究所  大阪本社 ﾄｼｸｳｶﾝｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市西区西本町1-9-18 松山　茂

921662 都市ｸﾘｴｲﾄ(株)  ﾄｼｸﾘｴｲﾄ高槻市紺屋町3-1-326 前田　晋二

921663 (株)都市･計画･設計研究所  大阪事務所 ﾄｼｹｲｶｸｾｯｹｲｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市北区天満4-3-5 渡邊　寿之

921667 (株)都市設計総合研究所  ﾄｼｾｯｹｲｿｳｺﾞｳｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市北区西天満5-9-11 田中　正

921670 (株)都市問題経営研究所  ﾄｼﾓﾝﾀﾞｲｹｲｴｲｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市中央区瓦町4-8-4 大島　憲明

921671 (株)図書館流通ｾﾝﾀｰ  関西支社 ﾄｼｮｶﾝﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰ吹田市広芝町18-24 金子　哲弥

923711 (株)ﾄｽｺ  名古屋事業所 ﾄｽｺ 愛知県名古屋市中村区名駅5-30-1 中桐　康隆

923863 ﾄｯﾊﾟﾝ・ﾌｫｰﾑｽﾞ(株)  関西事業部 ﾄｯﾊﾟﾝﾌｫｰﾑｽﾞ大阪市西区西本町2-3-10 西腋　真

923370 (NPO)TOMﾈｯﾄ  ﾄﾑﾈｯﾄ 東京都渋谷区恵比寿3-18-10 林　秀樹

921683 ﾄﾖﾀL&F近畿(株)  ﾄﾖﾀｴﾙｱﾝﾄﾞｴﾌｷﾝｷ大阪市此花区西九条1-1-51 梶原　常義

922998 (株)ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ大阪  ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽｵｵｻｶ大阪市北区西天満3-5-33 渡邊　誠一

922552 (株)ﾄﾗｽﾄ  ﾄﾗｽﾄ 岸和田市西大路町21-6 鳥居　愼一

923867 ﾄﾗﾝｽ・ｺｽﾓｽ(株)  ﾄﾗﾝｽｺｽﾓｽ東京都渋谷区3-25-18 奥田　昌孝

923454 (株)ﾅｰｽﾊﾟﾜｰ人材ｾﾝﾀｰ  ﾅｰｽﾊﾟﾜｰ大阪 ﾅｰｽﾊﾟﾜｰｼﾞﾝｻﾞｲｾﾝﾀｰ大阪市北区堂島1-6-20 神田　隆啓

923277 (株)内藤ﾊｳｽ  大阪支店 ﾅｲﾄｳﾊｳｽ大阪市中央区北浜東2-16 鈴木　郁雄

923841 (株)仲昌  ﾅｶｼｮｳ 大阪市中央区本町2-3-6 中塚　孝明

921707 (株)ﾅｶﾞﾀｷﾔ  ﾅｶﾞﾀｷﾔ 泉佐野市市場東1-85 森　広治
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922924 長田広告(株)  ﾅｶﾞﾀｺｳｺｸ愛知県津島市東柳原町5-5-1 長田　一郎

923559 中塚総合保険事務所　中塚自動車  ﾅｶﾂｶｿｳｺﾞｳﾎｹﾝｼﾞﾑｼｮﾅｶﾂｶｼﾞﾄﾞｳｼｬ和泉市観音寺町662 中塚　貞昭

921711 中日本航空(株)  大阪支店 ﾅｶﾆﾎﾝｺｳｸｳ八尾市空港2-12 山内　真介

921717 ﾅｶﾊﾞﾔｼ(株)  大阪支社 ﾅｶﾊﾞﾔｼ 大阪市城東区中央2-1-23 西口　和広

921723 (株)ﾅｶﾑﾗ消防化学  大阪営業所 ﾅｶﾑﾗｼｮｳﾎﾞｳｶｶﾞｸ大阪市西淀川区大和田5-21-20-102 中頭　徹男

921729 (株)ﾅｶﾞﾜ  大阪支店 ﾅｶﾞﾜ 大阪市中央区平野町2-3-7 伊丹　邦夫

923417 (有)ﾅﾆﾜﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ  ﾅﾆﾜﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ大阪市浪速区元町1-11-10-803 田村　慎吾

921737 ﾅﾌﾞｺﾄﾞｱ(株)  堺営業所 ﾅﾌﾞｺﾄﾞｱ 堺市堺区甲斐町西3-3-8 片平　昌彦

921738 ﾅﾌｽ(株)  ﾅﾌｽ 大阪市生野区巽南5-4-26 濱田  茂

921739 ﾅﾌｽ南(株)  ﾅﾌｽﾐﾅﾐ 大阪市大正区泉尾7-1-17 濱田  武

923575 (株)南海国際旅行  大阪南営業支店 ﾅﾝｶｲｺｸｻｲﾘｮｺｳ岸和田市宮本町1-9 松村　泰秀

921748 南海ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ(株)  ﾅﾝｶｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ大阪市中央区難波5-1-60 廉林　光夫

921749 (株)南紀航測ｾﾝﾀｰ  大阪支店 ﾅﾝｷｺｳｿｸｾﾝﾀｰ泉南市樽井2-31-10 亀井　義則

921751 (株)南都興産  大阪支店 ﾅﾝﾄｺｳｻﾝ大阪市北区西天満3-14-16 橋本　一哉

921752 ﾅﾝﾌﾞﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ(株)  ﾅﾝﾌﾞﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ堺市堺区出島海岸通4-1-28 梁村　隆司

923994 西浦ｴﾝｼﾞﾆｱｻｰﾋﾞｽ  ﾆｼｳﾗｴﾝｼﾞﾆｱｻｰﾋﾞｽ泉佐野市鶴原1472 西浦　博

921754 (有)西浦正和商店  ﾆｼｳﾗﾏｻｶｽﾞｼｮｳﾃﾝ泉佐野市笠松1-4-3 西浦　勝治

921755 (株)ﾆｼｵｶ  ﾆｼｵｶ 大阪市住吉区南住吉3-17-5 西岡　修吾

923849 (株)ﾆｼｵｶ  ﾆｼｵｶ 和歌山県和歌山市蔵小路5 西岡　秀晃

921758 西尾ﾚﾝﾄｵｰﾙ(株)  RA西日本営業部 ﾆｼｵﾚﾝﾄｵｰﾙ大阪市城東区鴫野西2-6-8 細木　寿英

923944 西歓興業(株)  ﾆｼｶﾝｺｳｷﾞｮｳ堺市堺区松屋町2-63-2 辻　　ひろみ

921763 (株)西日本環境  ﾆｼﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳ兵庫県神戸市長田区長田町7-3-2 溝口　立子

921767 (株)西日本水道ｾﾝﾀｰ  大阪支店 ﾆｼﾆﾎﾝｽｲﾄﾞｳｾﾝﾀｰ大阪市淀川区宮原2-10-9 井上　啓

921762 西日本電信電話(株)  大阪支店 ﾆｼﾆﾎﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ大阪市中央区博労町2-5-15 北村　美樹浩

921775 (株)西原環境  関西支店 ﾆｼﾊﾗｶﾝｷｮｳ大阪市淀川区西中島3-9-12 柴田　徹也

921780 (株)ﾆﾁｲ学館  ﾆﾁｲｶﾞｯｶﾝ東京都千代田区神田駿河台2-9 寺田　明彦

921781 (株)ﾆﾁﾀﾞﾝ  ﾆﾁﾀﾞﾝ 大阪市阿倍野区阪南町5-3-5 小笠原　力一

921782 (株)日電商会  ﾆﾁﾃﾞﾝｼｮｳｶｲ堺市堺区山本町1-36-6 澤田　敏文

921786 (株)日環ｻｰﾋﾞｽ  ﾆｯｶﾝｻｰﾋﾞｽ摂津市鳥飼本町2-11-24 原口  素広

921789 (株)ﾆｯｸ  ﾆｯｸ 豊中市名神口3-7-14 松井　資宗

923177 (株)ﾆｯｸ  ﾆｯｸ 福岡県大野城市川久保3-1-23 松浦　豊喜

921791 (株)日経ｻｰﾋﾞｽ  ﾆｯｹｲｻｰﾋﾞｽ大阪市中央区南船場1-17-10 嶋田　有孝

921792 (株)日建技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  ﾆｯｹﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ大阪市中央区谷町6-4-3 山口　伸明

923149 (株)日建設計総合研究所  大阪ｵﾌｨｽ ﾆｯｹﾝｾｯｹｲｿｳｺﾞｳｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市中央区高麗橋4-6-2 野原　文男

923639 日建ﾘｰｽ工業(株)  大阪支店 ﾆｯｹﾝﾘｰｽｺｳｷﾞｮｳ大阪市此花区梅町2-1-42 平野　光雄

921798 日光医科器械(株)  ﾆｯｺｳｲｶｷｶｲ八尾市青山町4-10-22 長田　宏之

923598 日興通信(株)  和歌山支店 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ和歌山県和歌山市出口端ノ丁33 若狭　明弘

921809 日清医療食品(株)  関西支店 ﾆｯｼﾝｲﾘｮｳｼｮｸﾋﾝ大阪市北区角田町8-1 立林　勝美

923390 日進設備工業(株)  ﾆｯｼﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ高知県高知市百石町4-11-6 岡﨑　敏子

923813 日新電設(株)  ﾆｯｼﾝﾃﾞﾝｾﾂ大阪市淀川区木川東3-2-12 竹田　仁茂
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921814 (株)日水ｺﾝ  大阪支所 ﾆｯｽｲｺﾝ 吹田市江坂町1-23-101 滝澤　茂

923049 日水産業(株)  関西事業所 ﾆｯｽｲｻﾝｷﾞｮｳ堺市中区伏尾4 竹田　強

921817 (株)ﾆｯｾｲｺﾑ  公共情報事業本部 ﾆｯｾｲｺﾑ大阪市中央区北浜3-5-29 矢野　修司

921818 日成ﾋﾞﾙﾄﾞ工業(株)  大阪支店 ﾆｯｾｲﾋﾞﾙﾄﾞｺｳｷﾞｮｳ大阪市中央区高麗橋4-5-2 丸一　暢広

921825 ﾆｯﾀﾝ(株)  関西支社 ﾆｯﾀﾝ 大阪市北区天満橋1-4-9 大塚　秀範

923269 日通商事(株)  大阪支店 ﾆｯﾂｳｼｮｳｼﾞ大阪市北区梅田3-2-103 吉田　健一

921829 日東ｶｽﾄﾃﾞｨｱﾙ･ｻｰﾋﾞｽ(株)  大阪支店 ﾆｯﾄｳｶｽﾄﾃﾞｨｱﾙｻｰﾋﾞｽ大阪市中央区日本橋2-9-16 西野　衛

921830 日東工営(株)  大阪支店 ﾆｯﾄｳｺｳｴｲ大阪市中央区安土町1-7-3 殿山　順

921831 (有)日東興産  ﾆｯﾄｳｺｳｻﾝ泉南郡熊取町五月ヶ丘2-17-8 原岡  勝徳

921835 (株)日販図書館ｻｰﾋﾞｽ  ﾆｯﾊﾟﾝﾄｼｮｶﾝｻｰﾋﾞｽ東京都板橋区高島平9-31-1 安西　崇

923428 日本ｶｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)  大阪営業第一部 ﾆｯﾎﾟﾝｶｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ大阪市中央区本町3-5-7 岡田　努

921839 日本ｶﾙﾐｯｸ(株)  ﾆｯﾎﾟﾝｶﾙﾐｯｸ東京都千代田区九段南1-5-10 高居　隆章

921843 日本事務器(株)  関西支社 ﾆｯﾎﾟﾝｼﾞﾑｷ大阪市北区堂島2-4-27 安永　耕治

921844 (株)日本ｼｭｰﾀｰ  大阪支店 ﾆｯﾎﾟﾝｼｭｰﾀｰ大阪市西区阿波座2-2-18 伊藤　雅章

921846 日本通運(株)  堺支店 ﾆｯﾎﾟﾝﾂｳｳﾝ堺市堺区三宝町1-1-1 加茂　博紀

921847 日本電気(株)  関西支社 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｷ大阪市中央区城見1-4-24 桒山　哲也

921913 日本ﾊﾟﾅﾕｰｽﾞ(株)  ﾆｯﾎﾟﾝﾊﾟﾅﾕｰｽﾞ大阪市港区築港3-5-12 高橋　強

921860 日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造(株)  大阪営業所 ﾆﾎﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｾｲｿﾞｳ大阪市西区土佐堀2-4-9 成瀬　友章

921838 日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ(株)  西日本支社 ﾆﾎﾝｵｰﾁｽｴﾚﾍﾞｰﾀ大阪市中央区城見2-1-61 黒田　昌行

921863 (一財)日本環境衛生ｾﾝﾀｰ  ﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳｴｲｾｲｾﾝﾀｰ神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6 南川　秀樹

922752 日本管財(株)  大阪本部 ﾆﾎﾝｶﾝｻﾞｲ大阪市中央区淡路町3-6-3 畑中　茂男

921867 (株)日本管財環境ｻｰﾋﾞｽ  ﾆﾎﾝｶﾝｻﾞｲｶﾝｷｮｳｻｰﾋﾞｽ兵庫県西宮市池田町9-7 降矢　直樹

921871 (一財)日本気象協会  関西支社 ﾆﾎﾝｷｼｮｳｷｮｳｶｲ大阪市中央区南船場2-3-2 若林　孝

921872 日本教育情報機器(株)  ﾆﾎﾝｷｮｳｲｸｼﾞｮｳﾎｳｷｷ東京都千代田区有楽町1-7-1 佐々木　賢二

921873 日本空調ｻｰﾋﾞｽ(株)  大阪支店 ﾆﾎﾝｸｳﾁｮｳｻｰﾋﾞｽ箕面市船場東2-4-56 松井　正

921876 日本検査(株)  理化学試験ｾﾝﾀｰ ﾆﾎﾝｹﾝｻ東大阪市吉田本町3-7-10 中谷　好成

921878 日本原料(株)  関西支店 ﾆﾎﾝｹﾞﾝﾘｮｳ大阪市中央区内本町1-3-5 瀬田　和俊

923887 (有)日本交通流動ﾘｻｰﾁ  大阪支社 ﾆﾎﾝｺｳﾂｳﾘｭｳﾄﾞｳﾘｻｰﾁ大阪市平野区西脇2-6-12-202 井上　英明

921882 日本光電関西(株)  ﾆﾎﾝｺｳﾃﾞﾝｶﾝｻｲ大阪市北区本庄西2-21-4 熊倉　昌彦

923447 日本国民食(株)  ﾆﾎﾝｺｸﾐﾝｼｮｸ東京都中央区日本橋堀留町2-4-3 市川　敏一

921884 (株)日本ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ  ﾆﾎﾝｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ東京都千代田区猿楽町2-2-10 籏鉾　吉男

923796 日本ｼｽﾃﾑ技術(株)  ﾆﾎﾝｼｽﾃﾑｷﾞｼﾞｭﾂ大阪市北区中之島2-3-18 平林　武昭

923704 日本ｼｽﾃﾑｹｱ(株)  ﾆﾎﾝｼｽﾃﾑｹｱ東京都品川区東品川2-3-12 家近　茂

921893 日本水工設計(株)  大阪支社 ﾆﾎﾝｽｲｺｳｾｯｹｲ大阪市中央区南船場2-9-8 本名　元

923383 日本ｽﾀﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ(株)  ﾆﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ東大阪市中新開2-11-17 島崎　淳一

921894 日本ｽﾃﾘ(株)  西日本事業本部　近畿事業部 ﾆﾎﾝｽﾃﾘ大阪市北区梅田1-1-3-1200-1208 大竹　浩一

923956 日本通信紙(株)  大阪支店 ﾆﾎﾝﾂｳｼﾝｼ大阪市城東区中央2-1-27 國元　康伸

921907 日本ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾞ(株)  大阪支店 ﾆﾎﾝﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾞ吹田市豊津町9-1 鈴木　孝次

923654 日本ﾃｸﾆｶﾙ・ｻｰﾋﾞｽ(株)  大阪支社 ﾆﾎﾝﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ豊中市日出町1-2-14 吉居　孝伸

924008 日本ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞｽ(株)  ﾆﾎﾝﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞｽ大阪市淀川区新高2-6-28-206 森山　賢治
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平成29年度　役務提供登録業者（市外） 平成29年4月3日現在

業者登録番号 会社名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所在地 代表者氏名

921908 (株)日本電気保安協会  ｻｰﾋﾞｽ本部 ﾆﾎﾝﾃﾞﾝｷﾎｱﾝｷｮｳｶｲ大阪市港区波除5-8-3 川瀬　豊

921909 日本電子計算(株)  大阪支店 ﾆﾎﾝﾃﾞﾝｼｹｲｻﾝ大阪市淀川区西中島2-12-11 笠原　一郎

923461 日本道路興運(株)  大阪支店 ﾆﾎﾝﾄﾞｳﾛｺｳｳﾝ大阪市中央区上町A-12 篠原　茂

921912 日本ﾊｲｳｴｲ･ｻｰﾋﾞｽ(株)  南大阪営業所 ﾆﾎﾝﾊｲｳｴｲｻｰﾋﾞｽ堺市西区山田2-38 奥村　靖

921914 (株)日本ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｰﾀｰﾌﾟﾛｾｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰ  ﾆﾎﾝﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｰﾀｰﾌﾟﾛｾｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰ兵庫県神戸市中央区伊藤町119 池　惠二

921915 (一財)日本品質保証機構  関西試験ｾﾝﾀｰ ﾆﾎﾝﾋﾝｼﾂﾎｼｮｳｷｺｳ東大阪市水走3-8-19 大坪　信

921926 日本無線(株)  関西支社 ﾆﾎﾝﾑｾﾝ大阪市北区梅田3-4-5 田代　浩治

923895 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙ(株)  ﾆﾎﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ香川県高松市松並町938-1 藤井　篤人

921927 日本ﾒﾝﾃﾅｽｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ(株)  ﾆﾎﾝﾒﾝﾃﾅｽｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ大阪市北区同心1-7-14 岡原　貢

921928 日本ﾕﾆｼｽ(株)  関西支社 ﾆﾎﾝﾕﾆｼｽ大阪市北区大深町3-1 伊地知　吉徳

921931 (株)日本ﾚｯﾌﾟｽ  関西営業所 ﾆﾎﾝﾚｯﾌﾟｽ門真市新橋町12-18ｰ505 岡山　忠雄

921932 (株)日本漏防ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  大阪営業所 ﾆﾎﾝﾛｳﾎﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ大阪市東淀川区東中島1-17-5 蜂須賀　敬治

921934 (株)ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ  大阪事務所 ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ大阪市北区本庄東2-3-20 濵上　公男

923455 ﾈｵﾎﾟｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)  ﾈｵﾎﾟｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ東京都千代田区神田小川町3-7-1 七條　良一

923448 (株)NEXT  ﾈｸｽﾄ 大阪市淀川区宮原1-1-1 多田　昌弘

921940 ﾈｯﾄﾜﾝｼｽﾃﾑｽﾞ(株)  ﾈｯﾄﾜﾝｼｽﾃﾑｽﾞ東京都千代田区丸の内2-7-2 吉野  孝行

921944 能美防災(株)  関西支社 ﾉｳﾐﾎﾞｳｻｲ吹田市広芝町7-13 矢島　健二

921947 ﾉﾀﾞｯｸ(株)  ﾉﾀﾞｯｸ 豊中市宝山町23-15 泉　肇

923558 (株)乃村工藝社  ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ東京都港区台場2-3-4 榎本　修次

921950 野村興産(株)  関西営業所 ﾉﾑﾗｺｳｻﾝ大阪市中央区高麗橋2-1-2 中西　智彦

921952 (株)ﾊｰﾄｽ  ﾊｰﾄｽ 大阪市中央区高津3-8-29 前田　征道

923443 ﾊｰﾄｽﾌｰﾄﾞｸﾘｴｰﾂ(株)  ﾊｰﾄｽﾌｰﾄﾞｸﾘｴｰﾂ兵庫県神戸市中央区山本通4-14-21-401 西脇　章

923866 ﾊｰﾍﾞｽﾄ(株)  ﾊｰﾍﾞｽﾄ 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町2-120 脇本　実

923836 (株)ﾊｲｴﾚｺﾝ  ﾊｲｴﾚｺﾝ広島県広島市西区草津新町1-21-35 仲田　淳嗣

921956 (株)ﾊｳｽﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ  ﾊｳｽﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ大阪市北区梅田1-2-2-1200 坂下  芳史

921959 (株)博電舎  ﾊｸﾃﾞﾝｼｬ大阪市福島区海老江8-9-9 谷井　一博

921965 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ(株)  大阪本社 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ大阪市北区堂島浜1-2-1 山田　幹世

923819 (株)ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾈｯﾄ  大阪支店 ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾈｯﾄ大阪市西淀川区歌島4-4-13 加藤　一弥

921967 (株)ﾊﾟｽｺ  大阪支店 ﾊﾟｽｺ 大阪市浪速区湊町1-2-3 深川　竜哉

921970 (株)長谷場商事  ﾊｾﾊﾞｼｮｳｼ和゙泉市伏屋町4-11-27 長谷場  誠

921971 (株)ﾊﾟｿﾅ  ﾊﾟｿﾅ・大阪 ﾊﾟｿﾅ 大阪市中央区淡路町4-2-15 石田  正則

923792 (株)ﾊﾟｿﾅﾒﾃﾞｨｶﾙ  ﾊﾟｿﾅﾒﾃﾞｨｶﾙ東京都千代田区大手町2-6-4 佐藤　司

923279 八光海運(株)  ﾊｯｺｳｶｲｳﾝ南河内郡河南町大字一須賀453-1 足立　敏己

921974 八光興業(株)  ﾊｯｺｳｺｳｷﾞｮｳ南河内郡太子町大字山田1116-25 竹山　和彦

922249 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸESｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)  近畿支店 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｲｰｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ大阪市中央区城見2-1-61 秋月　信也

921982
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ(株)  ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰ
ｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ関西社

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ大阪市淀川区宮原1-2-33 宮澤　俊樹

924001 Hana Dokoro かんも屋  ﾊﾅﾄﾞｺﾛｶﾝﾓﾔ阪南市下出75 河本　亜弓

923275 (株)ﾊﾞﾊﾞ  ﾊﾞﾊﾞ 大阪市西成区南津守5-6-12 馬場　裕子

921986 (株)馬場酸素  ﾊﾞﾊﾞｻﾝｿ大阪市福島区鷺洲4-6-26 馬場　俊和

923974 はやぶさ国際観光ﾊﾞｽ(株)  ﾊﾔﾌﾞｻｺｸｻｲｶﾝｺｳﾊﾞｽ泉大津市なぎさ町5-1 清原　英二
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923898 阪紀白蟻  ﾊﾝｷｼﾛｱﾘ阪南市箱作2307-1 前田　雅之

923043 (株)阪神ﾏﾃﾘｱﾙ  ﾊﾝｼﾝﾏﾃﾘｱﾙ大阪市住之江区北加賀屋3-2-18 中道　史和

923364 (株)阪奈宣伝社  大阪支店 ﾊﾝﾅｾﾝﾃﾞﾝｼｬ大阪市中央区日本橋1-5-16 岡田　和博

922018 (株)阪南ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｼﾝ  ﾊﾝﾅﾝﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｼﾝ堺市中区深井北町3275 上野　晋作

922019 (有)阪南防災  ﾊﾝﾅﾝﾎﾞｳｻｲ阪南市鳥取464-4 中村  能治

922025 (株)阪和総合防災  堺営業所 ﾊﾝﾜｿｳｺﾞｳﾎﾞｳｻｲ堺市中区深井清水町3555-103 田村　雅之

922026 阪和通工(株)  岸和田営業所 ﾊﾝﾜﾂｳｺｳ岸和田市作才町84-1 福島  秀規

922030 (株)ﾋﾟｰｴｰｼｰｳｴｽﾄ  ﾋﾟｰｴｰｼｰｳｴｽﾄ大阪市北区大淀南1-10-2 川村　修吾

922034 (株)ﾋﾞｰ･ｴﾑ･ｴﾙ  堺営業所 ﾋﾞｰｴﾑｴﾙ堺市北区長曽根町3007-1 魚住　浩正

923761 (株)ﾋﾞｰｺﾝﾗｰﾆﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ  ﾋﾞｰｺﾝﾗｰﾆﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ東京都中央区日本橋茅場町2-2-1 平澤　公康

923626 (株)ﾋﾟｰｼｰﾎﾟｰﾄ  ﾋﾟｰｼｰﾎﾟｰﾄ岸和田市土生町4081-206 松藤　正子

923593 (株)ﾋﾞｰﾘﾝｸ  尼崎営業所 ﾋﾞｰﾘﾝｸ 兵庫県尼崎市道意町7-1-3-636 小山　健介

923185 (株)東ﾃｽﾃｨﾊﾟﾙ  ﾋｶﾞｼﾃｽﾃｨﾊﾟﾙ門真市殿島町6-1 十時　威夫

922042 東日本漏水調査(株)  大阪支店 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾛｳｽｲﾁｮｳｻ大阪市淀川区西中島7-1-3-312 大友　孝志

922043 東山管理ｾﾝﾀｰ(株)  大阪支店 ﾋｶﾞｼﾔﾏｶﾝﾘｾﾝﾀｰ茨木市総持寺2-2-1 山本  学

922049 (株)ﾋﾞｹﾝﾃｸﾉ  ﾋﾞｹﾝﾃｸﾉ吹田市南金田2-12-1 梶山  龍誠

923749
日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ(株)  関西ｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
ｸﾞｾﾝﾀ

ﾋﾀﾁｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ大阪市淀川区野中南2-11-27 渡辺　光正

922053 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ(株)  ﾋﾀﾁｷｬﾋﾟﾀﾙ東京都港区西新橋1-3-1 安栄　香純

922055 日立空調関西(株)  ﾋﾀﾁｸｳﾁｮｳｶﾝｻｲ大阪市中央区常盤町2-2-5 増榮　慎二

922059 (株)日立国際八木ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ  関西支店 ﾋﾀﾁｺｸｻｲﾔｷﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ大阪市中央区城見2-2-22 小室　聡

922956 (株)日立ｼｽﾃﾑｽﾞ  関西支社 ﾋﾀﾁｼｽﾃﾑｽﾞ大阪市北区堂島浜1-2-1 石澤　俊一

922063 (株)日立製作所  関西支社 ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼｮ大阪市北区中之島2-3-18 秋野　啓一

923958
(株)日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ･ｸﾘｴｲﾄ  関西ﾋﾞｼﾞﾈｽ
ｾﾝﾀ

ﾋﾀﾁｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｸﾘｴｲﾄ大阪市北区堂島浜1-2-1 宇都宮　宏之

922067 (株)日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ  関西支社 ﾋﾀﾁﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ大阪市北区堂島浜1-2-1 深尾　卓志

922069 (株)日立ﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ  関西支店 ﾋﾀﾁﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ大阪市中央区本町1-8-12 末廣　博紀

922594 Hitz環境サービス(株)  ﾋｯﾂｶﾝｷｮｳｻｰﾋﾞｽ神奈川県川崎市川崎区南町1-1 田畑　隆嗣

922072 (株)ﾋﾞｯﾄ  ﾋﾞｯﾄ 大阪市中央区城見2-1-61 辻　宏治

923875 ﾋﾟﾂﾆｰﾎﾞｳｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)  大阪支店 ﾋﾟﾂﾆｰﾎﾞｳｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ大阪市中央区瓦町4-6-8 森田　賢仁

922074 ﾋﾋﾞﾉ(株)  大阪ﾌﾞﾗﾝﾁ ﾋﾋﾞﾉ 吹田市豊津町18-8 剣持　芳明

923764 ﾋｭｰﾏﾝﾀｯﾁ(株)  ﾋｭｰﾏﾝﾀｯﾁ東京都新宿区西新宿7-5-25 髙本　和幸

922078 ﾋｭｰﾏﾝﾘｿｼｱ(株)  ﾋｭｰﾏﾝﾘｿｼｱ東京都新宿区西新宿7-5-25 御旅屋　貢

923893 (株)兵庫分析ｾﾝﾀｰ  ﾋｮｳｺﾞﾌﾞﾝｾｷｾﾝﾀｰ兵庫県姫路市広畑区正門通4-10-8 石井　哲人

922921 表示灯(株)  大阪支社 ﾋｮｳｼﾞﾄｳ大阪市中央区備後町4-2-10 税所　直矢

922081 (株)日吉  ﾋﾖｼ 滋賀県近江八幡市北之庄町908 村田　弘司

922840 (株)ﾋﾗｶﾜ  ﾋﾗｶﾜ 大阪市北区大淀北1-9-36 平川　晋一

923768 (株)ﾌｧﾙｺﾊﾞｲｵｼｽﾃﾑｽﾞ  ﾌｧﾙｺﾊﾞｲｵｼｽﾃﾑｽﾞ
京都府京都市中京区河原町通二条上る
清水町346

江口　宏志

922087
(株)ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ  ﾍﾙｽｼｽﾃﾑ
ｽﾞ営業本部

ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ東京都港区港南2-13-37 大石　恭裕

922088 ﾌｨﾙﾑﾙｯｸｽ(株)  ﾌｨﾙﾑﾙｯｸｽ東京都新宿区西五軒町6-10 朝生　博

922089 (株)ﾌｪｽﾀﾙ関西  ﾌｪｽﾀﾙｶﾝｻｲ大阪市大正区北恩加島太町1-7-19 荒木　尚
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923963 (株)ﾌｫﾙﾃ  ﾌｫﾙﾃ 大阪市北区中之島2-3-18 宮島　大

922591 (有)ﾌｫﾜｰﾄﾞ  ﾌｫﾜｰﾄﾞ 岸和田市稲葉町1719-1 掛野　健二

923282 (有)福商ﾘｻｲｸﾙ  ﾌｸｼｮｳﾘｻｲｸﾙ八尾市西高安町5-32-4 平尾　道哉

922096 ﾌｸﾀﾞ電子南近畿販売(株)  ﾌｸﾀﾞﾃﾞﾝｼﾐﾅﾐｷﾝｷﾊﾝﾊﾞｲ堺市堺区大町西1-1-25 富島　誠一

922098 ﾌｸﾀﾞﾗｲﾌﾃｯｸ南近畿(株)  ﾌｸﾀﾞﾗｲﾌﾃｯｸﾐﾅﾐｷﾝｷ堺市堺区大町西1-1-25 西田　俊和

922108 富士機械工業(株)  ﾌｼﾞｷｶｲｺｳｷﾞｮｳ岸和田市土生滝町961-6 原　峰也

922115 富士建設工業(株)  ﾌｼﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ新潟県新潟市北区島見町3307-16 鳴海  利彦

923472 不二工芸(株)  ﾌｼﾞｺｳｹﾞｲ大阪市大正区三軒家東2-10-8 中筋　尚一

922117 富士産業(株)  ﾌｼﾞｻﾝｷﾞｮｳ大阪市住之江区南港北2-1-10 栗田  隆志

923965 ﾌｼﾞ産業(株)  関西営業所 ﾌｼﾞｻﾝｷﾞｮｳ京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町24-6 峠　精和

922123 富士ｾﾞﾛｯｸｽ大阪(株)  公共営業部 ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽｵｵｻｶ大阪市中央区今橋2-5-8 竹内　光晴

922124
富士ｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ(株)  営業本部
公共ｼｽﾃﾑ営業事業部　関西支店

ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ大阪市西区土佐堀2-2-17 足立　孝之

923736 (株)富士ﾀﾞｲﾅﾐｸｽ  大阪営業所 ﾌｼﾞﾀﾞｲﾅﾐｸｽ大阪市東淀川区東中島2-9-15 長谷川　雅人

922132 ﾌｼﾞ地中情報(株)  大阪支店 ﾌｼﾞﾁﾁｭｳｼﾞｮｳﾎｳ大阪市淀川区西中島3-9-12 関野　雄一

922133 富士通(株)  関西支社 ﾌｼﾞﾂｳ 大阪市中央区城見2-2-6 音田　昌利

922135 富士通ｴﾌ･ｱｲ･ﾋﾟｰ(株)  関西支社 ﾌｼﾞﾂｳｴﾌｱｲﾋﾟｰ大阪市北区中之島2-2-2 密村　隆人

922138 (株)富士通ｴﾌｻｽ  西日本本部関西支社 ﾌｼﾞﾂｳｴﾌｻｽ大阪市中央区城見2-2-22 杉本　達次

922141 富士通ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)  関西支店 ﾌｼﾞﾂｳﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ大阪市西区江戸堀1-5-16 渡邊　訓広

922143
(株)富士通ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ  関西営業本部　公
共・金融統括営業部

ﾌｼﾞﾂｳﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ大阪市北区梅田3-3-10 長内　雅彦

923750
(株)富士通ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・ｵﾌｨｽｻｰﾋﾞｽ  関西
営業部

ﾌｼﾞﾂｳﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｵﾌｨｽｻｰﾋﾞｽ大阪市北区梅田3-3-10 松井　輝男

923715 (株)富士通ﾗｰﾆﾝｸﾞﾒﾃﾞｨｱ  ﾌｼﾞﾂｳﾗｰﾆﾝｸﾞﾒﾃﾞｨｱ東京都港区港南2-13-34 加藤　憲治

922144 富士通ﾘｰｽ(株)  関西支店 ﾌｼﾞﾂｳﾘｰｽ大阪市中央区城見2-2-53 藤田　博之

922146 ﾌｼﾞﾃｺﾑ(株)  大阪支店 ﾌｼﾞﾃｺﾑ 大阪市北区西天満3-13-18 山本　裕司

922147 ﾌｼﾞﾃｯｸ(株)  近畿統括本部 ﾌｼﾞﾃｯｸ 茨木市庄1-28-10 荒木　麻美

922148 富士鉄工(株)  ﾌｼﾞﾃｯｺｳ大阪市城東区鴫野西2-12-4 山下　広繁

922151 富士電機(株)  関西支社 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷ大阪市北区大深町3-1 新村　進

922149 富士電機ITｿﾘｭｰｼｮﾝ(株)  西日本事業本部 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷｱｲﾃｨｰｿﾘｭｰｼｮﾝ大阪市北区大深町3-1 中田　光

923106 不二熱学ｻｰﾋﾞｽ(株)  ﾌｼﾞﾈﾂｶﾞｸｻｰﾋﾞｽ大阪市西区南堀江3-12-23 河部　英典

922154 藤野興業(株)  ﾌｼﾞﾉｺｳｷﾞｮｳ富田林市山中田町1-11-8 藤野  正勝

922157
富士ﾌｲﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ(株)  関西四国地区営
業本部

ﾌｼﾞﾌｲﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ大阪市淀川区西宮原1-3-5 川原　芳博

922158 富士ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工業(株)  ﾌｼﾞﾌﾟﾚﾊﾌﾞｺｳｷﾞｮｳ大阪市西区立売堀4-7-14-803 石本　賀久

922165 扶桑電通(株)  関西支店 ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳ大阪市北区堂島浜2-1-9 北　拓兒

922172 (株)ﾌｭｰﾁｬｰｲﾝ  関西支店 ﾌｭｰﾁｬｰｲﾝ兵庫県神戸市中央区京町74 須崎　高晴

922174 芙蓉総合ﾘｰｽ(株)  大阪支店 ﾌﾖｳｿｳｺﾞｳﾘｰｽ大阪市中央区高麗橋4-4-9 横田　博之

922175 (株)武揚堂  大阪支店 ﾌﾞﾖｳﾄﾞｳ 大阪市中央区内本町1-2-13 中石　正一

922177 ﾌﾟﾘﾝﾄﾏｼﾝｾﾝﾀｰ(株)  ﾌﾟﾘﾝﾄﾏｼﾝｾﾝﾀｰ大阪市天王寺区東高津町7-11 篠原　立樹

923634 (株)ﾌﾞﾚｲﾝｻｰﾋﾞｽ  ﾌﾞﾚｲﾝｻｰﾋﾞｽ大阪市西区阿波座2-4-23 桑原　昌次

923742 (株)ﾌﾞﾚｲﾝﾌｧｰﾑ  ﾌﾞﾚｲﾝﾌｧｰﾑ大阪市西区京町堀1-6-2 新谷　聡美

923760 (株)ﾌﾞﾚｲﾝﾜｰｸｽ  東京本社 ﾌﾞﾚｲﾝﾜｰｸｽ東京都品川区西五反田6-2-7 大西　信次
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923686 (株)ﾌﾞﾚｰﾝﾊﾟﾜｰ  ﾌﾞﾚｰﾝﾊﾟﾜ大ー阪市北区大深町3-1-C11 赤松　直樹

923509 (株)ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾘﾝｸ  ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾘﾝｸ東京都中央区日本橋室町4-3-18 榊　彰一

922184 (株)ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ  ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ和歌山県和歌山市布施屋669-3 山谷　卓男

922186 (株)文化財ｻｰﾋﾞｽ  大阪営業所 ﾌﾞﾝｶｻﾞｲｻｰﾋﾞｽ大阪市城東区野江1-12-19 山内　基樹

923758 文化ｼﾔｯﾀｰ(株)  泉佐野営業所 ﾌﾞﾝｶｼﾔｯﾀ泉ー佐野市日根野5975-1 福田　大介

923919 文化ｼﾔｯﾀｰｻｰﾋﾞｽ(株)  関西ｻｰﾋﾞｽ支店 ﾌﾞﾝｶｼﾔｯﾀｰｻｰﾋﾞｽ東大阪市長田東1-3-28 清武　太志

922189 平和興業(株)  ﾍｲﾜｺｳｷﾞｮｳ大阪市住之江区粉浜西1-2-6 米澤　勉

922192 (株)ﾍｯｽﾞ  ﾍｯｽﾞ 大阪市北区浪花町12-24 中西　広樹

922193 (株)ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ  小中学校事業部 ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ東京都多摩市落合1-34 成島　由美

922196 ﾍﾟﾝﾀﾌ(株)  ﾍﾟﾝﾀﾌ 大阪市北区大淀中1-7-10 後藤  淸

923637 (有)鳳鳴  ﾎｳﾒｲ 兵庫県神戸市長田区若松町3-1-2-107-3 西岡　和教

922204 (株)ﾎｳﾜ  ﾎｳﾜ 奈良県大和郡山市横田町595-1 北森　康史

923816 (株)朋和  ﾎｳﾜ 堺市東区日置荘原寺町407-1 藤里　和能

923131 (株)ﾎﾞｰｻｲ  ﾎﾞｰｻｲ 大阪市淀川区木川西3-5-14 蒔田　善章

922981 (株)ﾎﾞｰﾀﾞｰﾘﾝｸ  ﾎﾞｰﾀﾞｰﾘﾝｸ埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1 錦織　祐介

923698 ﾎｰﾁｷ(株)  大阪支店 ﾎｰﾁｷ 東大阪市水走3-6-41 田中　栄一

923789 (株)HOPE  ﾎｰﾌﾟ 大阪市西区江戸堀1-20-11 平野　剛

922209 ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ(株)  ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ東大阪市若江西新町3-3-10 樋口　慶

923238 (株)ﾎｰﾕｳ  ﾎｰﾕｳ 大阪市浪速区戎本町2-3-18 塚本　拓嗣

923783 (株)ほくつう  関西支店 ﾎｸﾂｳ 滋賀県大津市瀬田6-3-19 平井　一禎

923779 北陽ｵｰﾄﾄﾞｱｻｰﾋﾞｽ(株)  ﾎｸﾖｳｵｰﾄﾄﾞｱｻｰﾋﾞｽ大阪市淀川区新高6-14-58 相原　潤

923167 (株)保険総合研究所  大阪支店 ﾎｹﾝｿｳｺﾞｳｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市中央区久太郎町4-2-12 清岡　義教

922218 ﾎｼｻﾞｷ京阪(株)  泉佐野営業所 ﾎｼｻﾞｷｹｲﾊﾝ岸和田市土生町2-8-41 五味　崇秀

923171 (株)ﾎｯﾄ.ﾗｲﾌ  ﾎｯﾄ.ﾗｲﾌ堺市中区深井水池町3087 山本　幸治

922225 (株)ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ讀宣  ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾖﾐｾﾝ大阪市北区野崎町5-9 吉田　政央

923952 ﾏｰｿ(株)  ﾏｰｿ 東京都港区虎ノ門4-3-1 山口　博道

923462 (株)毎日広告  ﾏｲﾆﾁｺｳｺｸ岸和田市土生町2-7-14 勘米良　和則

922229 前川(株)  ﾏｴｶﾜ 東大阪市御厨東1-3-42 前川　貴洋

922241 柾木工業(株)  ﾏｻｷｺｳｷﾞｮｳ大阪市此花区梅町2-2-25 柾木　隆弘

923983 益田工業(有)  ﾏｽﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ和歌山県和歌山市鳴神1084-4 益田　直輝

922247 (株)ﾏﾂｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ  ﾏﾂｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ和泉市井ノ口町2-20 松井　匡仁

923820 (株)松尾組  ﾏﾂｵｸﾞﾐ 堺市堺区大浜中町3-7-11 松尾　啓一

922719 (有)松下自転車工房  ﾏﾂｼﾀｼﾞﾃﾝｼｬｺｳﾎﾞｳ堺市美原区北余部西4-1-12 粉川　勇人

923782 (株)松三  ﾏﾂﾐ 堺市堺区大浜中町3-9-19 松尾　泰三

922257 (株)松村電機製作所  関西支店 ﾏﾂﾑﾗﾃﾞﾝｷｾｲｻｸｼｮ大阪市北区天満2-12-16 冨山　博司

922263 (株)ﾏﾄｲ防災  ﾏﾄｲﾎﾞｳｻｲ大阪市東住吉区杭全7-4-21 奥村　昭三

922264 的場商事(株)  ﾏﾄﾊﾞｼｮｳｼ吹゙田市川岸町21-45 的場　広宣

922266 (株)ﾏﾆｯｸｽ  関連事業統括部 ﾏﾆｯｸｽ 兵庫県神戸市長田区御屋敷通5-1-16 灰本  靖彦

922871 (株)馬渕商事  大阪支店 ﾏﾌﾞﾁｼｮｳｼ大゙阪市中央区南本町1-7-15 吉松  康成

922267 真弓興業(株)  ﾏﾕﾐｺｳｷﾞｮｳ堺市堺区大浜中町2-1-25 笠井　美喜
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923804 丸石ﾃｸﾉ(株)  大阪支店 ﾏﾙｲｼﾃｸﾉ大阪市西区江戸堀1-27-11 坂口　秀和

922273 (株)丸末  ﾏﾙｽｴ 松原市丹南3-2-15 山本  良継

923466 丸善雄松堂(株)  大阪支店 ﾏﾙｾﾞﾝﾕｳｼｮｳﾄﾞｳ大阪市中央区久太郎町2-5-28 青木　賢治

922280 (株)ﾏﾙﾀﾏﾌｰｽﾞ  ﾏﾙﾀﾏﾌｰｽ大゙阪市平野区平野馬場1-17-15 服部　四郎

922838 丸長商事(株)  ﾀﾞｽｷﾝﾚﾝﾄｵｰﾙ岸和田ｽﾃｰｼｮﾝ ﾏﾙﾁｮｳｼｮｳｼﾞ岸和田市大北町1-24 西村　智

922283 丸茂電機(株)  大阪営業所 ﾏﾙﾓﾃﾞﾝｷ大阪市北区西天満4-11-23 本郷　祥治

922284 (株)丸六  ﾏﾙﾛｸ 泉佐野市日根野3640 神藤　信六

922611 (株)丸和  ﾏﾙﾜ 和歌山県紀の川市桃山町調月1758-6 丸山　昌三

922291 (株)水処理管理ｾﾝﾀｰ  ﾐｽﾞｼｮﾘｶﾝﾘｾﾝﾀｰ大阪市北区南森町1-4-10 川﨑　肇

923788 ﾐｽﾞﾉｽﾎﾟｰﾂｻｰﾋﾞｽ(株)  ﾐｽﾞﾉｽﾎﾟｰﾂｻｰﾋﾞｽ大阪市住之江区南港北1-12-35 田中　勝次

923433 (株)水原土木  ﾐｽﾞﾊﾗﾄﾞﾎﾞｸ和泉市幸2-10-27 和田　豊寿

923194 (株)ﾐｾｽｺﾛｹｯﾄ  ﾐｾｽｺﾛｹｯﾄ大東市御領3-10-36 柴田　知子

923940 三谷ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ(株)  ﾐﾀﾆｺﾝﾋﾟｭｰﾀ福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7-1-13 北川　光太郎

921196 三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ(株)  ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓﾄﾗｽﾄﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ東京都港区芝浦1-2-3 田中　敬士

923702 三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ﾘｰｽ(株)  ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓﾌｧｲﾅﾝｽｱﾝﾄﾞﾘｰｽ東京都千代田区丸の内1-3-2 川村　嘉則

922308 三菱電機(株)  関西支社 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷ大阪市北区大深町4-20 永澤　淳

922309 三菱電機ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ(株)  関西支社 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ大阪市北区中之島6-2-40 二木　伸郎

922602 三菱電機ｸﾚｼﾞｯﾄ(株)  関西支店 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｸﾚｼﾞｯﾄ大阪市北区梅田1-8-17 松本　龍治

922311 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ(株)  関西支社 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ大阪市北区天満橋1-8-30 井上　信夫

922312 三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)  西日本本部 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ大阪市北区堂島2-2-2 川崎　康司

922316 三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株)  大阪 ﾐﾂﾋﾞｼﾕｰｴﾌｼﾞｪｲﾘｻｰﾁｱﾝﾄﾞｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ大阪市北区梅田2-5-25 篠田　晴行

922325 (株)南ﾃｽﾃｨﾊﾟﾙ  ﾐﾅﾐﾃｽﾃｨﾊﾟﾙ堺市西区浜寺石津町西2-7-10 藤井　康弘

920888 (株)ﾐﾈﾙｳﾞｧｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ  ﾐﾈﾙｳﾞｧｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ東京都新宿区西新宿5-3-2 戸井田　仁

922329 宮野医療器(株)  ﾐﾔﾉｲﾘｮｳｷ兵庫県神戸市中央区楠町5-4-8 宮野　哲

921381 (株)ﾐﾗｲﾄ  西日本支店 ﾐﾗｲﾄ 大阪市西区京町堀3-8-1 古川　清二

923650 (株)ﾑｰｳﾞ  ﾑｰｳﾞ 大阪市中央区淡路町4-5-4 江戸　勇雄

922338 (株)ﾑｻｼ  大阪支店 ﾑｻｼ 東大阪市長田中3-6-1 新妻　一俊

922339 ﾑｻｼ･ｱｲ･ﾃｸﾉ(株)  ﾑｻｼｱｲﾃｸﾉ東大阪市長田中3-6-1 平口　恵三

922340 (株)ﾑﾄｳ  南大阪支店 ﾑﾄｳ 堺市西区浜寺船尾町東3-408-1 三島　俊介

922343 村中医療器(株)  ﾑﾗﾅｶｲﾘｮｳｷ大阪市中央区船越町2-3-6 村中　重夫

923483 村本建設(株)  建設環境事業部 ﾑﾗﾓﾄｹﾝｾﾂ大阪市天王寺区上汐4-5-26 北　啓之

923851 (株)ﾒｲｴﾚｯｸ  ﾒｲｴﾚｯｸ 愛知県名古屋市熱田区神宮4-3-36 清水　良一

923102 (株)明治ｸﾘｯｸｽ  ﾒｲｼﾞｸﾘｯｸｽ兵庫県尼崎市塚口本町3-28-8 吉川　博幸

922354 (株)明西ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ  ﾒｲｾｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東大阪市中新開2-4-7 川邉　和義

923810 名鉄協商(株)  関西支社 ﾒｲﾃﾂｷｮｳｼｮｳ大阪市淀川区西中島5-14-5 小栗　憲雄

923427 (株)明電ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ  関西支社 ﾒｲﾃﾞﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ兵庫県尼崎市西長洲町1-1-1 渡部　範彦

922358 (株)明電舎  関西支社 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ大阪市中央区瓦町4-2-14 毛綿谷　聡

922360 名阪食品(株)  大阪事業部 ﾒｲﾊﾝｼｮｸﾋﾝ大阪市中央区常盤町1-3-8 大石　博之

924006 (株)名豊  ﾒｲﾎｳ 愛知県名古屋市中区松原2-2-33 中野　宏昭

922363 鳴和環境(株)  ﾒｲﾜｶﾝｷｮｳ泉南市樽井3-23-23-103 吉村　英夫
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922365 明和電気防災(株)  ﾒｲﾜﾃﾞﾝｷﾎﾞｳｻｲ八尾市佐堂町1-1-4 野澤　友秀

923451 (株)ﾒｶﾞﾃｯｸ  ﾒｶﾞﾃｯｸ 高石市東羽衣3-15-7 阪本　秀幸

922369 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ(株)  西日本営業部 ﾒﾀｳｫｰﾀ 大ー阪市北区小松原町2-4 岡戸　英治

923696 (株)ﾒｯﾄ  ﾒｯﾄ 堺市中区土師町4-5-17 時任　美幸

923953 (株)ﾒﾃﾞｨｳﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ  ﾒﾃﾞｨｳﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ愛知県名古屋市中区新栄1-4-14 小木曽　幸男

922373 (株)ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ  大阪支社 ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ大阪市北区大深町4-20-A-16 乾　達哉

923542 (株)ﾒﾃﾞｨﾌﾞﾚｰﾝ  ﾒﾃﾞｨﾌﾞﾚｰﾝ大阪市中央区徳井町2-4-14 中　隆廣

923359 ﾒﾃﾞｨﾌﾛﾝﾄﾐｽﾞﾉｸﾘﾆｯｸ  ﾒﾃﾞｨﾌﾛﾝﾄﾐｽﾞﾉｸﾘﾆｯｸ岸和田市上町36-10 水野　直人

922378 (株)ﾒﾄﾞｹｱ  ﾒﾄﾞｹｱ 大阪市中央区淡路町1-3-14 前田　義治

924004 (株)ﾒﾌｫｽ  ﾒﾌｫｽ 東京都港区赤坂2-23-1 西村　博夫

923470 (株)MEN AT WORK  ﾒﾝｱｯﾄﾜｰｸ兵庫県芦屋市茶屋之町12-1 権藤　憲司

923657 (株)ﾒﾝﾃﾞﾙ  ﾒﾝﾃﾞﾙ 大阪市西区靭本町1-4-16 山﨑　康裕

922643 安井工業写真(株)  ﾔｽｲｺｳｷﾞｮｳｼｬｼﾝ大阪市中央区本町4-4-13 安井　稔

923865 やぶち防災工業  ﾔﾌﾞﾁﾎﾞｳｻｲｺｳｷﾞｮｳ堺市中区深井東町3058 田村　淳

922412 (株)ﾔﾏｲﾁﾃｸﾉ  ﾔﾏｲﾁﾃｸﾉ大阪市西区靭本町2-4-8 山脇　雅則

923825 (株)大和  ﾔﾏﾄ 奈良県奈良市北永井町549-1 北山　道昭

922431 (株)大和速記情報ｾﾝﾀｰ  関西営業所 ﾔﾏﾄｿｯｷｼﾞｮｳﾎｳｾﾝﾀｰ大阪市中央区道修町1-7-1 菊池  修一

922432 ﾔﾏﾄﾖ産業(株)  ﾔﾏﾄﾖｻﾝｷﾞｮｳ東大阪市高井田本通7-7-19 豊嶋　貴嗣

922437 ﾔﾏﾊ発動機(株)  西日本営業所 ﾔﾏﾊﾊﾂﾄﾞｳｷ大阪市中央区安土町3-4-16 中津　直茂

922714 (株)ﾔﾏﾓﾄ  関西支店 ﾔﾏﾓﾄ 大阪市浪速区桜川2-11-17 寺下　育宏

922445 ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ(株)  大阪支社 ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ兵庫県尼崎市潮江1-3-30 徳永　洋治

922446 ﾕｱｻｴﾑｱﾝﾄﾞﾋﾞｰ(株)  ﾕｱｻｴﾑｱﾝﾄﾞﾋﾞｰ大阪市北区中之島3-3-23 松田  憲二

923304 (株)URﾘﾝｹｰｼﾞ  西日本支社 ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ大阪市中央区城見1-2-27 板井　秀行

922449 (株)ﾕｰｴﾇ土地利用研究所  ﾕｰｴﾇﾄﾁﾘﾖｳｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市中央区内本町2-2-14-802 中佐  一重

923946 友交産業(株)  ﾕｳｺｳｻﾝｷﾞｮｳ八尾市福栄町3-34 岡本　隆志

922452 (株)UDI  ﾕｰﾃﾞｨｰｱｲ枚方市牧野本町1-38-13 中野　榮子

923489 (株)熊羆  ﾕｳﾋ 岸和田市土生町1445-1 伊藤　昇

923840 (株)ﾕﾆｵﾝ環境  ﾕﾆｵﾝｶﾝｷｮｳ泉南市樽井3-9-4 辻野　誠

923264 (株)夢工房  ﾕﾒｺｳﾎﾞｳ兵庫県神戸市中央区雲井通2-1-9 田中　裕子

922462 横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ(株)  関西支社 ﾖｺｶﾞﾜｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ大阪市北区梅田2-4-9 溝渕　毅

922486 (株)ﾗｲｵﾝ事務器  大阪本店 ﾗｲｵﾝｼﾞﾑｷ東大阪市長田中3-5-44 上田　次郎

922487 (株)ﾗｲｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ  ﾗｲｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ東京都江東区住吉2-25-2 戸田　その子

922872 (株)ﾗｲﾌﾗｲﾝ  関西営業所 ﾗｲﾌﾗｲﾝ 泉佐野市羽倉崎2-1-33-603 山田  知生

921929 (株)ﾗｲﾌﾗｲﾝｸﾘｴｲﾄ  大阪営業所 ﾗｲﾌﾗｲﾝｸﾘｴｲﾄ大阪市淀川区宮原2-10-9-4F 太田　隆弘

923814 (株)ﾗﾊﾟﾝﾌﾟﾗｽ  ﾗﾊﾟﾝﾌﾟﾗｽ大阪市西区江戸堀1-4-27-1 都筑　一徳

922495 ﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾚｲﾝ(株)  大阪事務所 ﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾚｲﾝ大阪市西区西本町1-3-15 山北　知

923787 ﾘｱﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(株)  ﾘｱﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ堺市東区日置荘西町3-5-4 黒山　博一

921314 (株)ﾘｳﾞｧｯｸｽ  ﾘｳﾞｧｯｸｽ兵庫県西宮市鳴尾浜2-1-16 赤澤　正人

922500 (株)ﾘｸﾁ漏水調査  ﾘｸﾁﾛｳｽｲﾁｮｳｻ東京都新宿区中落合3-21-2 天野  知光

923107 (株)ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ  ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ東京都千代田区丸の内1-9-2 峰岸　真澄
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923733 (株)ﾘｸﾙｰﾄﾗｲﾌｽﾀｲﾙ  ﾘｸﾙｰﾄﾗｲﾌｽﾀｲﾙ東京都千代田区丸の内1-9-2 淺野　健

922503
ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)  関西MA事業部　官公庁・
文教営業部

ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ大阪市中央区本町橋1-5 松生　繁

922504 ﾘｺｰﾘｰｽ(株)  関西支社 ﾘｺｰﾘｰｽ大阪市北区堂島浜2-2-28 中村　徳晴

923334 りそな総合研究所(株)  ﾘｿﾅｿｳｺﾞｳｹﾝｷｭｳｼｮ大阪市中央区備後町2-2-1 松井　浩一

922506 (株)ﾘﾊﾞｰｽ  ﾘﾊﾞｰｽ 泉南市男里4-33-7 谷　マリ子

924010 龍神自動車(株)  大阪営業所 ﾘｭｳｼﾞﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬ泉南市岡田1704 小河　弘樹

922510 菱電ｴﾚﾍﾞｰﾀ施設(株)  大阪支店 ﾘｮｳﾃﾞﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｼｾﾂ大阪市北区堂島2-2-2 鈴木　勲

922511 (株)両備ｼｽﾃﾑｽﾞ  ﾘｮｳﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ岡山県岡山市南区豊成2-7-16 松田　久

922514 りんくう電設(株)  ﾘﾝｸｳﾃﾞﾝｾﾂ泉佐野市松原2-4-44 雪本　和也

923746 (株)ﾘﾝﾈ  ﾘﾝﾈ 岸和田市藤井町2-4-15 原　高也

923290 Lay企画出版(株)  ﾚｲｷｶｸｼｭｯﾊﾟﾝ兵庫県伊丹市中野西1-147-1-18 福原　順子

924015 (株)LEOC  東海･関西･中四国地区統括 ﾚｵｯｸ 大阪市淀川区宮原4-1-14 平林　茂

923040 ﾚｷｵｽ･ｳｫｰﾀｰ(株)  西日本事業本部 ﾚｷｵｽｳｫｰﾀｰ大阪市中央区南船場1-12-3 荷川取　生次

922516 ﾚｽﾀｰ工業(株)  ﾚｽﾀｰｺｳｷﾞｮｳ大阪市中央区糸屋町2-3-2 溝口　剛司

922518 (株)ﾚｯｸｽﾘｰｽ  ﾚｯｸｽﾘｰｽ大阪市西区西本町1-4-1 安田　盛嗣

922519 (株)ﾚﾝﾀﾙｺﾄｽ  大阪南支店 ﾚﾝﾀﾙｺﾄｽ岸和田市稲葉町280-1 井上　卓也

922521 (株)ﾚﾝﾀﾙのﾆｯｹﾝ  堺営業所 ﾚﾝﾀﾙﾉﾆｯｹﾝ堺市西区浜寺船尾町東2-226 喜多　裕幸

923978 (株)ﾚﾝﾃｯｸ  ﾚﾝﾃｯｸ 大阪狭山市大野中165-1-212 塩見　吉広

922523 ﾛｰﾚﾙ(株)  ﾛｰﾚﾙ 和歌山県岩出市中迫239 牧野  穣造

923694 ﾛｺﾞﾋｯﾄｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ  ﾛｺﾞﾋｯﾄｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ和泉市小田町2-23-89 髙橋　里志

923734 ﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰｼｽﾃﾑ(株)  ﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰｼｽﾃﾑ大阪市阿倍野区昭和町5-1-30 中川　惠市

922527 ﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ(株)  ﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ京都府京都市南区西九条東御幸田町25-2 谷口　孝重

923725 (株)ﾜｲｲｰｼｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ  ﾜｲｲｰｼｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ神奈川県横浜市中区山下町22 岡西　祥太郎

922533 (株)和歌山医化学研究所  ﾜｶﾔﾏｲｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｷｮ和歌山県和歌山市岩橋1503-4 綛田  博紀

922536 和歌山航測(株)  大阪支店 ﾜｶﾔﾏｺｳｿｸ大阪市中央区谷町6-4-8-209 高岡　健司

922537 和建技術(株)  大阪支店 ﾜｹﾝｷﾞｼﾞｭﾂ大阪市中央区谷町6-9-26 原田　貴史

922540 ﾜｺｰ防災(株)  ﾜｺｰﾎﾞｳｻｲ和泉市箕形町6-442-1 原　寛

922542 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ(株)  大阪営業所 ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ吹田市垂水町3-9-30 山縣　一雅

922547 one(株)  ﾜﾝ 泉南市樽井3-23-23 小川　敏治

922720 (株)ﾜﾝﾋﾞｼｱｰｶｲﾌﾞｽﾞ  大阪支店 ﾜﾝﾋﾞｼｱｰｶｲﾌﾞｽﾞ大阪市中央区瓦町2-2-7 森北　智幸
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