
業者番号 業者名 支店名 住所 工事 コンサル 物品

4617 Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ’ｓＤｅｓｉｇｎＯｆｆｉｃｅＳＨＯ 兵庫県加古川市尾上町養田１２７６－２

4088 株式会社アーキノヴァ設計工房 兵庫県神戸市中央区北野町2-7-18　リンズギャラリー2-12

720 株式会社アークス 兵庫県三田市東山１１４２－１ 有効 有効

4726 株式会社アークテクノ
兵庫県神戸市灘区岩屋中町２丁目１―１３メゾン・ド・エクラン３０

７
有効

4356 株式会社アース 兵庫県姫路市東辻井１丁目１３番３７号

3875 アース技研株式会社 大阪市淀川区宮原2丁目11番9号

5197 株式会社アースクレア 兵庫支店 兵庫県加東市北野３４３－４ 有効

2319 アーステック株式会社 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目 １番２６号

4694 アート開発株式会社 兵庫県姫路市南今宿５番１６号

2165 株式会社アーバン・プランニング研究所 大阪府大阪市中央区徳井町２－４－１４宇野ビル２０１号

4852 株式会社アーバングラフィック 神奈川県相模原市中央区淵野辺４－３２－１１

4073 株式会社アーバンパイオニア設計 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区生田町１丁目１－２２ニッシンビル 有効

2314 株式会社アール・アイ・エー 大阪支社 大阪府大阪市北区堂山町３番３号 有効

718 株式会社アール建設 兵庫県明石市野々上３丁目 13-10

4931 株式会社ＲＣＳコーポレーション 東京都新宿区大久保二丁目３番９号ヴァリエ戸山１００１号室

4443 アールスリー有限会社 兵庫県加古川市志方町西中２２７―１

2057 アールビーシーコンサルタントト株式会社 姫路支社 兵庫県姫路市飾磨区野田町１６４第１８６川辺ビル

2189 株式会社アアク設計 兵庫県宝塚市野上１－２－７ 有効

5254 株式会社ｉｉ１０４ 大阪府池田市畑一丁目５番２７号 有効

4700 株式会社ＩＥＭ 大阪支店 大阪府大阪市中央区船場中央３丁目２番 有効

5 株式会社ＩＡＣ 兵庫県加古郡播磨町二子384-1

4622 株式会社ＩＨＩインフラ建設 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区御幸通５－２－１５

4926 アイエス建設株式会社 兵庫県高砂市中筋１丁目６番１７号 有効

2171 株式会社ＩＮＡ新建築研究所 西日本支社 大阪府大阪市淀川区西宮原１‐５‐３３ 有効

4234 株式会社アイク 兵庫県豊岡市立野１９－１

4272 アイクラフト株式会社 兵庫県神戸市中央区京町８３

2065 株式会社アイコン 兵庫県姫路市飾磨区都倉１丁目１０３番地 有効

55 アイサワ工業株式会社 大阪支店 大阪府大阪市北区浪花町１２－２４

425 愛真建設株式会社 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町１丁目 2番10号

4253 株式会社あい設計 大阪支社 大阪府大阪市北区西天満５－１－９大和地所南森町ビル２Ｆ 有効

1022 愛知時計電機株式会社 大阪支店 大阪府大阪市淀川区三津屋北２丁目２２番５号 有効 有効

5110 株式会社アイティフォー 東京都千代田区一番町２１番地 有効

2183 株式会社アイテック 兵庫県姫路市飾磨区清水 １２６－２

3228 アイテック株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市西区長畑町９－１ 有効

4471 アイテック株式会社 大阪府大阪市北区梅田１－１３－１大阪梅田ツインタワーズ・サウス 有効

4930 株式会社アイネス 関西支社 大阪府大阪市中央区本町二丁目５番７号 有効

808 アイノ土建株式会社 兵庫県加古郡稲美町草谷 197-42

3849 株式会社アイビーエフ 本店 兵庫県三木市緑が丘町西１丁目１０番地の１９

4806 株式会社アイピー総研 大阪市北区東天満１丁目６番６号

4540 ＩＰＳＳ 兵庫県神戸市須磨区若草町２丁目２－１４

4855 株式会社アイプラス設計事務所 大阪府大阪市中央区常盤町１丁目４番１２号常盤セントラルビル７階 有効

3022 株式会社アイホー 神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町１丁目２１番１６号ＣＯＭ２０Ｃ室 有効 有効

4684 株式会社アイム 兵庫県美方郡香美町小代区城山６８番地 有効

3230 株式会社アイワ 兵庫県高砂市荒井町小松原２－１－３４ 有効

3229 株式会社アイワーク 神戸支店 兵庫県神戸市西区長畑町９－１

2114 株式会社葵総合計画 大阪市北区芝田１丁目１４番８号

30 青木あすなろ建設株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目４番８号 有効

814 青木組株式会社 兵庫県加古川市野口町坂元６４７ 有効

386 青野スポーツ施設株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区北野町４－８－２ 有効 有効

4355 有限会社青葉
兵庫県姫路市飾磨区下野田４丁目６９８番地パインハイツ・コーナン

１０２号

592 あおみ建設株式会社 神戸営業所 神戸市東灘区住吉南町四丁目６番５号

4644 青柳設計一級建築士事務所 兵庫県神戸市西区井吹台西町１－６西神南ヒルズ６－７０３ 有効

34 株式会社赤鹿建設 兵庫県姫路市辻井１－１－２３ 有効

696 有限会社明石環境開発 兵庫県明石市大久保町八木６０６番地の２ 有効

3013 有限会社明石環境開発 播磨営業所 兵庫県加古郡播磨町二子６０４番地の１ 有効

623 有限会社明石浚渫興業 兵庫県明石市魚住町清水２４００－９ 有効 有効

2085 明石測量設計株式会社 兵庫県明石市山下町６番３号

41 明石土建株式会社 兵庫県明石市西新町３丁目１－１２ 有効

4312 明石土建株式会社 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬１４５６－３ 有効

4647 株式会社アカツキ 神戸営業所
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４０

１号
有効

5112 暁保全 京都府京都市右京区太秦馬塚町２５－１－３０３ 有効

3326 有限会社赤松印刷 兵庫県加古郡稲美町印南１４６７－１ 有効

4686 株式会社秋田情報センター 秋田県秋田市山王三丁目８番３４号山王ツインビル

378 株式会社秋山組 兵庫県神戸市長田区南駒栄町１番１５号

3023 有限会社アクア 兵庫県神戸市東灘区御影石町４丁目 5番26号

4698 アクア環境株式会社 兵庫県尼崎市開明町１丁目６１

3324 アクアコンサルタント有限会社 大阪府茨木市園田町 ５番３号山村ビル２Ｆ

4922 株式会社アクアテック 関西営業所 兵庫県西宮市南昭和町７－２８－１０３ 有効



4373 アクアテックサラヤ株式会社 大阪府大阪市中央区備後町４－２－３

3643 株式会社アクアプランニング 兵庫営業所 兵庫県川西市見野３－１４―５０ 有効

3232 株式会社アクアリサーチ 兵庫県姫路市安田４丁目８９番地 有効

4498 有限会社アクシス測量設計 兵庫県明石市西明石南町２丁目１２番１７号

4603 有限会社アクス京都 京都府京都市山科区椥辻西浦町４１番地８５

5082 株式会社アクセス 兵庫営業所 兵庫県姫路市勝原区熊見４５９番３７号 有効 有効

3538 株式会社アクティオ 関西支店 大阪府大阪市北区中津７丁目１０－４

4841 株式会社アクト経営会計事務所 大阪市中央区谷町９－２－２７ファビオ谷九ビル６０４

4539 Ａｃｒｏｃｉｔｙソリューションズ株式会社 東京都品川区南大井六丁目２５番３号ビリーヴ大森

4194 株式会社アコード 神戸営業所 兵庫県明石市材木町１５－２２ 有効 有効

4200 アコムレンタル株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市西区南堀江１－７－４マルイト南堀江パロスビル ６Ｆ

4612 アコヤ楽器 兵庫県加古川市加古川町篠原町７４

4385 株式会社アサオ 兵庫県西脇市黒田庄町前坂１０７８番地 有効

5022 麻建築工房 兵庫県明石市林崎町３丁目４８６番地の１５

93 株式会社アサダ 兵庫県加古郡播磨町古宮６丁目２番４３号

2224 株式会社アサダ 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区北長狭通６丁目 ４番１９号

344 株式会社淺沼組 神戸支店 兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目１番１４号サンシポートビル 有効

757 株式会社アサノ建工 大阪支店 大阪府大阪市中央区本町２丁目 5番7号

689 朝日企業株式会社 大阪府大阪市北区天満二丁目７番３０号 有効

3995 朝日給食株式会社 大阪府堺市中区深阪２丁９番１１号

464 株式会社朝日工業社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区磯辺通３－１－７コンコルディア神戸１４階

5172 株式会社旭工建 兵庫営業所 兵庫県西宮市馬場町２－３２ 有効

2054 朝日航洋株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区栄町通６丁目１－２１ 有効 有効

3027 旭コンクリート工業株式会社 阪神営業所 大阪府大阪市北区西天満４丁目 11番23号満電ビル５Ｆ

2075 株式会社朝日コンサル 兵庫県小野市本町５２－９ 有効

2132 株式会社朝日コンサル 兵庫県小野市本町５２－９

2232 アサヒコンサルタント株式会社 兵庫支社 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町６６番地 有効

3982 旭産業株式会社 大阪府大阪市北区西天満６－１－２

3028 株式会社アサヒ商会 兵庫県姫路市市川台１丁目１０４番地 有効

2282 株式会社朝日測量設計事務所 兵庫県姫路市神屋町３丁目４４番地 有効 有効

182 旭体育施設株式会社 大阪府箕面市坊島１－１５－２４ 有効

2034 朝日調査設計株式会社 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区花隈町 １２番６号

4477 旭テクノプラント株式会社 岡山県倉敷市新田２４０３－１

4998 旭電気工業株式会社 兵庫県神戸市須磨区南町１－３－２４

4095 朝日塗工株式会社 兵庫県姫路市田寺東３－１９－６

3804 アサヒネット工業株式会社 大阪府大阪市此花区朝日１－５－９ 有効

3386 アサヒ物産株式会社 兵庫県加古川市西神吉町岸１３４番地の３ 有効

759 株式会社浅見企業 兵庫県高砂市荒井町小松原１丁目 13番3号

5151 アサミ情報システム株式会社 大阪府大阪市中央区谷町７丁目５番１号 有効

509 浅海電気株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区本山中町１－１－１０サントミハウス２階 有効

3502 株式会社アシスト 関西支店 大阪府大阪市大正区三軒家東２丁目 2-22

4271 アシスト株式会社 愛知県名古屋市緑区滝ノ水５－１３１０ 有効

5145 株式会社明日葉 東京都港区芝４－１３－３ＰМО田町東１０Ｆ 有効

2209 アジア航測株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区磯辺通三丁目２番１１号三宮ファーストビル 有効 有効

4786 株式会社明日香 神奈川県横浜市西区北幸一丁目４番１号天理ビル９Ｆ 有効

5056 株式会社飛鳥土木 兵庫県佐用郡佐用町長尾３８－１ 有効

5163 有限会社アストラ 兵庫県姫路市四郷町山脇２０８番地 有効

4330 アスノ 兵庫県姫路市飾磨区上野田２－１０ 有効 有効

2262 株式会社梓設計 関西支社
大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番９０号梅田スカイビルガーデン

ファイブ
有効

587 アズビル株式会社

アドバンスオー

トメーションカ

ンパニー関西支

社

大阪市北区天満橋１－８－３０ＯＡＰタワー

3217 アズビル株式会社

ビルシステムカ

ンパニー関西支

社

大阪市北区天満橋一丁目８番３０号

3174 アズビルトレーディング株式会社 兵庫営業所 兵庫県加古川市加古川町溝之口５７１－１

2162 アセス株式会社 姫路支店 兵庫県姫路市網干区北新在家１３９－２ 有効

212 株式会社アセック 兵庫県尼崎市南初島町１２－６ 有効 有効

3773 株式会社アセンディア 大分県大分市 東春日町１７番２０号

5171 株式会社アセント 東京本社 東京都港区芝浦四丁目１６番２３号 有効

5024 阿曽芙実建築設計事務所 兵庫県神戸市灘区国玉通４丁目２番７号

441 アタカ大機株式会社 大阪府大阪市此花区西九条５丁目３番２８号ナインティビル

3630 足立石灰工業株式会社 大阪事務所 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目 3番4号

4182 アデコ株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市磯上通７－１－８インテスビル

3626 アトラス情報サービス株式会社 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号サン北浜ビル 有効

3868 アトリエＣＩＮＱｐｌｕｓ一級建築士事務所 明石市沢野２丁目１３－１４－２Ｆ 有効

4165 有限会社アド・ワーク 兵庫県加古郡播磨町二子２４

470 阿比野建設株式会社 兵庫県姫路市広畑区正門通４－３－３ 有効



775 株式会社安部日鋼工業 兵庫営業所 兵庫県尼崎市長洲本通２－２－１ながすダンダンハウス３０２ 有効

3030 網干産業株式会社 兵庫県姫路市大津区吉美６６１番地

3831 網干塗装工業株式会社 姫路市網干区大江島７９－１

815 尼崎電機株式会社 兵庫県尼崎市東海岸町１番地の４６ 有効

5123 アマノマネジメントサービス株式会社 大阪支店 大阪府大阪市西区立売堀１丁目６番１７号 有効

408 歩信栄建設株式会社 兵庫県加古川市野口町水足１４７３－２ 有効

311 株式会社新井組 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 有効

4846 新井建設工業株式会社 兵庫県高砂市荒井町小松原３丁目１－１

725 株式会社荒川建設 兵庫県神戸市東灘区深江本町１－１－１８

4520 株式会社荒木商店 兵庫県明石市藤江２０２８の１２ 有効

3031 株式会社荒木製作所 大阪府東大阪市森河内東１丁目２１番１９号

4631 有元温調株式会社 兵庫県神戸市垂水区舞子坂１－１０－３６ 有効

4784 株式会社アルカディア 大阪府箕面市箕面六丁目３番１号 有効

491 株式会社アルス製作所 近畿営業所 奈良県奈良市西ノ京町１番３４ 有効

4703 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 東京都大田区山王１－３－５ 有効

4524 株式会社アルティアセントラル 愛知県名古屋市中区栄一丁目２９番２９号 有効

4444 株式会社アルファ 兵庫県加古川市志方町上富木５１２―６

5192 有限会社アルファ建築設計 本社 兵庫県尼崎市東園田町４－１４８－２８－２４ 有効

3456 有限会社アルミック徳原 兵庫県西脇市大野１５０番地の１

5223 株式会社Ａｒｒｏｗｓ 兵庫県姫路市飾磨区中野田４－７－３０ 有効

4418 有限会社淡路 兵庫県南あわじ市市福永３６２－７ 有効

4673 有限会社淡路環境 兵庫県加古川市平岡町新在家２１９３－１ 有効 有効

5194 株式会社アワジテック 兵庫県神戸市兵庫区新開地３－１－１４ 有効

428 淡路土建株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬金井場１１３３－１ 有効

2139 株式会社阿波設計事務所 神戸支店 兵庫県神戸市東灘区御影中町６丁目４番２２号 有効

713 安西工業株式会社 兵庫県神戸市西区上新地３－３－１ 有効 有効 有効

5160 株式会社あんしんサポート 福岡県福岡市城南区飯倉１－６－２５ 有効

4576 安全興業株式会社 兵庫県姫路市飾磨区今在家７丁目４５ 有効

431 有限会社安全施設工業 兵庫県姫路市田寺東３丁目４－１３ 有効

4516 安全テック株式会社 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１４４ー１ 有効 有効

4719 株式会社アント 兵庫県明石市魚住町清水２３４６－１ 有効

613 株式会社安藤・間 神戸営業所 神戸市中央区加納町六丁目６番３号 有効

3751 株式会社イーウォーター 兵庫県洲本市本町４丁目４番２４号

5099 株式会社Ｅ．Ｓ ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ ＧＲＯＵＰ 広島県広島市中区大手町三丁目２番１９号パーソンライフビル２Ｆ 有効

4950 株式会社ＥＣＣ 大阪市北区東天満１－１０－２０ＥＣＣ本社ビル

5026 Ｅ－スマイル 兵庫県高砂市神爪１丁目１－８－１０３

4934 イープラン一級建築士事務所 兵庫県相生市青葉台８番２１号 有効

4715 ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 有効

5167 イイダセツビ株式会社 兵庫県加西市西谷町５１２ 有効

46 家島建設株式会社 兵庫県姫路市飾磨区三宅２－５９ 有効

4834 株式会社イ・エス・エス 東京都文京区小石川一丁目１番１７号 有効

4811 株式会社イエローポップ 大阪府大阪市中央区本町４丁目４番地１７ＲＥ－０１２ビル ８Ｆ

747 イオンディライト株式会社 大阪府大阪市中央区南船場２丁目 ３番２号

5205 イカリ消毒株式会社

オオサカチュウ

オウエイギョウ

ショ

大阪府東大阪市長田中２丁目２番地４号 有効

1011 株式会社生野 兵庫県明石市二見町西二見６６０－１１ 有効

18 株式会社池内工務店 兵庫県明石市西明石南町１丁目５番１１号 有効

2078 池澤総合計画株式会社 兵庫県加古川市野口町良野１７６３番地

4791 株式会社池下設計 大阪支店 大阪府大阪市西区西本町１丁目３番１５号大阪建大ビル４階

3379 株式会社池田 加古川支店 兵庫県加古川市平岡町高畑３４０番地 有効

149 池田建設株式会社 兵庫県丹波市氷上町成松４７９－１ 有効

42 株式会社池田塗装店 兵庫県加古川市加古川町寺家町３１－１ 有効

342 池野通建株式会社 関西支店 大阪府大阪市西区立売堀１丁目 4番12号

2292 株式会社勇コンサルタンツ 兵庫県神戸市兵庫区入江通１丁目１番１５号 有効

221 株式会社井澤組 兵庫県加古郡稲美町下草谷 340番地の235

2159 株式会社井沢設計 神戸営業所 兵庫県神戸市兵庫区中道通９－２－５ 有効

4126 株式会社一四一 兵庫県姫路市青山北１－２－１７ 有効

4504 株式会社石井計画工房 神戸市中央区磯上通８－１－２９カサベラＣ＆Ｍビル４Ｆ

264 石井造園土木株式会社 兵庫県神戸市中央区御幸通６丁目１－１５

13 石川建設株式会社 兵庫県加古川市平岡町一色 797番地267

4198 株式会社石川コンピュータ・センター 大阪支店
大阪府大阪市都島区東野田町１丁目２０番５号大阪京橋ビルディング

３Ｆ
有効

286 株式会社石垣 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原３－３－３１上村ニッセイビル 有効

405 石黒体育施設株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市灘区篠原中町３－４－４ジョイライフ六甲１階事務所 有効

3900 株式会社イシズ 兵庫県明石市大久保町大久保町５９６－１

4665 石田鉄工株式会社 三重県桑名郡木曽岬町大字和富７番地３

4484 株式会社石原園芸センター 高砂市荒井町小松原３－１２－１１ 有効 有効

2046 株式会社石本建築事務所 大阪オフィス 大阪府大阪市中央区南本町二丁目６番１２号サンマリオンタワー 有効

3487 石本防災 兵庫県姫路市夢前町芦田３５６番地



3686 いすゞ自動車近畿株式会社 姫路支店 兵庫県姫路市木場前七反町１４－１ 有効

5260 株式会社泉平 神戸支店 兵庫県神戸市西区見津が丘４－１１－３ 有効

4486 株式会社出雲建設 兵庫県淡路市中田４０２ 有効

3939 株式会社ヰセキ関西 加古川営業所 兵庫県加古川市平岡町高畑３４８－１

4801 株式会社イセトー 神戸支店 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９番地 有効

22 磯部塗装株式会社 姫路営業所 兵庫県姫路市広畑区北野町１丁目２２番地

318 磯村豊水機工株式会社 大阪支店 大阪市西区京町堀１－１７－１６

4507 株式会社板垣建築事務所 大阪府大阪市浪速区日本橋東２丁目９番１６号

1032 伊丹産業電設株式会社 本社 兵庫県伊丹市北本町２丁目２５５番地

4292 有限会社市位尚文堂 兵庫県加古川市加古川町寺家町３２－１ 有効

4409 株式会社イチケン 関西支店 大阪府大阪市中央区久太郎町四丁目１番３号

3595 一冨士フードサービス株式会社 近畿支社 兵庫県高砂市荒井町扇町１３－２８ 有効

4851 一級建築士事務所 建築工房ＳＯＬ 兵庫県加古郡稲美町六分一１１７８－７０７

2331 有限会社一級建築士事務所アトリエフォルム 兵庫県姫路市西新町１１０番地１

2208 一級建築所事務所間嶋建築設計事務所 兵庫県加古川市野口町良野４１８－１７

2245 株式会社一級建築事務所小田設計事務所 兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目９番２６号西北神ビル ８階

2347 株式会社一成 兵庫県加古川市上荘町薬栗４１６

4371 株式会社イトーヨーギョー 兵庫県神戸市灘区灘北通１０－１－１４

5135 株式会社イトーヨーギョー 兵庫県神戸市中央区中山手通５－１－３ 有効

3032 伊藤喜商事株式会社 兵庫県神戸市中央区下山手通３－１３－２ 有効 有効

4854 伊藤忠エネクス株式会社
電力・ユーティ

リティグループ
東京都港区虎ノ門二丁目１０番１号

4370 イトデン株式会社 兵庫県姫路市土山２－１３－４ 有効

3942 株式会社猪名川動物霊園 兵庫県川辺郡猪名川町清水字前谷５１－２ 有効

164 イナックストステム・ビルリモデリング株式会社 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目 10-11

3033 株式会社イナハラ 兵庫県神戸市須磨区弥栄台３－１５－８

3561 いなみ看板 兵庫県加古郡稲美町中村 1470-3

352 稲美野開発株式会社 兵庫県加古郡稲美町中村６６５－４ 有効

3384 株式会社いぬい楽器 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１－８ 有効

647 株式会社イノウエ 兵庫県加古郡稲美町印南１９８２－１

455 株式会社井上組 兵庫県姫路市飾磨区細江２６２０

475 井上工業株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市東灘区深江南町１丁目 3番12号

513 株式会社井上工業 兵庫県神戸市須磨区外浜町２丁目５番２１号

3879 株式会社イビソク 兵庫営業所 兵庫県神戸市中央区東川崎町７丁目２番９号 １０１号 有効 有効

193 株式会社伊吹工務店 兵庫県神戸市長田区水笠通１－１－５５ 有効

4392 株式会社イボキン 兵庫県たつの市揖保川町正條３７９番地 有効 有効

4946 イマヅ庭芸株式会社 兵庫県加古川市米田町平津２７６－１ 有効 有効

4939 今西登記測量事務所
兵庫県加古川市加古川町北在家２０１１番地朝日プラザ加古川ヴィ

ラージュ１０２

4514 株式会社今村化学工業白蟻研究所 神戸事業所 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和８５８－１

5074 有限会社入江塗装 兵庫県小野市万勝寺町３６０番地の３ 有効

4130 入谷緑化土木株式会社 兵庫県南あわじ市広田広田５１０番地の１ 有効

4287 株式会社医療事務スタッフ関西 神戸市中央区御幸通５丁目２－５御幸通ビル５階 有効

3726 特定非営利活動法人医療ネットワーク情報センター 兵庫県加古川市加古川町寺家町 ４５ＪＡビル３Ｆ

3877 株式会社いるか設計集団 兵庫県神戸市中央区海岸通３－１－５ 有効

4117 株式会社岩城 大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島１－６－１４ 有効

3659 岩竹看板店 兵庫県加古郡播磨町北本荘２丁目 8-15

1028 岩田地崎建設株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目２番５号ＩＮ東洋ビル 有効

3401 イワタニ近畿株式会社
兵庫支店 兵庫営

業所
兵庫県明石市魚住町清水１２９－１ 有効

4025 株式会社岩通サービスセンター 大阪府大阪市都島区中野町４丁目１９番３号

260 株式会社岩本組 兵庫県尼崎市上ノ島町２－２－３０

3646 株式会社インタラック関西東海 静岡県浜松市中区伝馬町３１１番地の１４ 有効

4263 インテリア ヒデー 兵庫県加古郡播磨町北本荘１－１３－１１

3958 株式会社インテリムジャパン 大阪府大阪市中央区平野町１－５－１１胡屋ビル

5248 印南養鶏農業協同組合 土山事業所 兵庫県加古郡稲美町六分一１３６２－４０ 有効

3411 インフォテック株式会社 兵庫県丹波市山南町草部 甲314

3604 株式会社インフォマティクス 大阪営業所 大阪府大阪市浪速区難波中２－１０－７０ 有効

4515 株式会社ウィニスト 兵庫県神戸市中央区江戸町９５ 有効

4655 株式会社ウィルコン 兵庫県姫路市広畑区西蒲田７２４－１３ 有効

5186 株式会社ウィンウィンウィン 本店
大阪府大阪市北区西天満６丁目２番１１－２０４号タツミ梅ヶ枝町ビ

ル
有効

4866 株式会社ウィングジャパン 兵庫県加東市社」５９８－１

3746 株式会社ウェザーニューズ 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目３番地幕張テクノガーデン 有効

2225 株式会社ウエスコ 神戸支店 兵庫県神戸市中央区生田町２丁目２番２号 有効 有効

2043 株式会社ウエスト建設コンサルタント 兵庫県姫路市飾西６０－２ウエスト建設コンサルタント

3001 有限会社ウエストパル 兵庫県加古郡播磨町二子 610

4780 株式会社ウエダ 兵庫県姫路市飾東町山崎５４５－２ 有効

798 株式会社ウエダ建設 兵庫県丹波市氷上町日比宇２１ 有効

215 上田建設工業株式会社 兵庫県神戸市兵庫区今出在家町１丁目 2番15号



3622 上野紙料株式会社 兵庫県姫路市飾磨区今在家字東荒新田１０７３番地の３ 有効

295 上林建設株式会社 兵庫県宍粟市山崎町御名２２６番地１ 有効

4661 株式会社上林電気商会 兵庫県明石市魚住町西岡６２７ー１ 有効 有効

4900 株式会社ウエムラテック 奈良県生駒郡安堵町東安堵１３５５番地 有効

5191 株式会社ウォーターエージェンシー 本社 東京都新宿区東五軒町３番２５号 有効

4214 株式会社ウォーターエージェンシー
姫路オペレー

ションセンター
兵庫県姫路市飾磨区三宅１－１５２ 有効 有効

4820 株式会社ウォーターシステム 兵庫県姫路市飾磨区阿成鹿古３７６番地

767 株式会社ウォーターデザイン 大阪営業所 大阪府大阪市中央区北久宝寺町２－２－１３

5164 株式会社ウォーターリンクス 兵庫県姫路市阿保甲８７８ 有効

4445 ウオクニ株式会社 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 有効

2277 株式会社魚崎設計 兵庫県姫路市田寺１丁目２－７ 有効

682 魚住造園土木株式会社 兵庫県明石市魚住町西岡２３９０ 有効

2102 株式会社潮技術コンサルタント 兵庫事務所 兵庫県神戸市西区狩場台１丁目２２番６号 有効

2246 株式会社ウジョウ 兵庫支店 兵庫県多可郡多可町八千代区大和９１５－２２ 有効

4082 株式会社歌建築設計事務所 大阪事務所 大阪府大阪市中央区谷町６丁目２－３３　ロイヤル谷町ビル２０２

4321 内田工業株式会社 愛知県名古屋市中川区好本町３丁目６７番地

4038 内田電気設備管理事務所 神戸市西区月が丘５丁目６－５

3034 株式会社内田洋行 大阪支店 大阪府大阪市中央区和泉町２丁目２番２号 有効

2129 株式会社内山測量設計 兵庫県加西市山田町１３６番地 有効

1017 内山緑地建設株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市北区道場町日下部 字小溝３５２－１

3845 内海建設株式会社 兵庫県姫路市青山１－２４－１

4958 ウニスガ印刷株式会社 兵庫県西脇市和布町３９番地の１ 有効

4089 株式会社梅田測建 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬507

2088 株式会社浦野設計
関西支社神戸事

務所
兵庫県神戸市灘区天城通７－１－３０－３０３ 有効

4652 株式会社運動施設 大阪市鶴見区横堤４丁目２４番８号 有効

5149 ヴィレップス合同会社 本社 大阪府松原市天美東二丁目１２９番地の２２ 有効

2160 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 関西支店 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目９番１２号空研ビル 有効

2121 株式会社ヴェネックス 兵庫県養父市大屋町大屋市場４番地 有効

4648 株式会社エー・エス・ジー 神戸営業所
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４０

１号
有効

4503 株式会社エース 兵庫営業所 兵庫県神戸市北区日の峰１－１７レックス神戸北町１０１ 有効

4910 株式会社エース・ウォーター 大阪営業所 大阪府吹田市広芝町４－３４江坂第一ビル 有効

3480 エース消毒株式会社 兵庫県姫路市博労町９３番１ 有効

3523 有限会社エーピーケイ 兵庫県加古郡稲美町中村 1502-4

5219 エアーテクニカサービス株式会社

エアーテクニカ

サービスカブシ

キガイシャ

兵庫県神戸市中央区港島中町２－２－１ＫＳＣ３号棟２ 有効

3316 有限会社栄光商会 兵庫県高砂市高砂町鍛冶屋町 １３８０番地

3950 株式会社永宏商事 兵庫県姫路市仁豊野５４８－２ 有効

4197 栄真化成 京都府久世郡久御山町林北畑１０５－３７－２０６

299 株式会社栄樹園 兵庫県加古川市志方町山中８９－２

4896 営繕工事カナック 兵庫県明石市別所町４－２３

3575 エイチ・エス写真技術株式会社 大阪府大阪市北区芝田２丁目 ５番１４号

3600 株式会社ＨＥＲ 兵庫県加西市網引町２００１番地３９ 有効

2349 株式会社エイテック 西日本支社 兵庫県尼崎市御園町２４番地尼崎第１ビル 有効 有効

5178 エイト住建 兵庫県神戸市西区玉津町水谷３丁目５－２８ 有効

2059 株式会社エイト日本技術開発 神戸支店 兵庫県神戸市中央区西町３５番地 有効 有効

3589 エイトレント株式会社 大阪府大阪市中央区南本町４丁目 ２番１０号

2269 株式会社栄和設計事務所 大阪府大阪市福島区福島３丁目 １番５４号

2172 栄和測量設計株式会社 兵庫県神戸市中央区下山手通７丁目 ４番１４号

520 株式会社エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町１－１９－４ 有効 有効

328 エクシオグループ株式会社 兵庫支店 兵庫県神戸市兵庫区駅南通２－１－１３ 有効

3537 株式会社エコ・ジャパン 兵庫県加古川市平荘町上原 ６１６番地

1021 株式会社エコ・テクノ 枚方支店 大阪府枚方市北山１丁目５４番５５号 有効 有効

3048 有限会社エコクリーン 兵庫県加古川市別府町別府８８９－７ 有効

3507 有限会社エコリサイクル 兵庫県西脇市高松町 横山633番地81

750 株式会社ＳＩＣ 兵庫県加古川市加古川町備後３３５番地 有効 有効 有効

4558 株式会社ＳＥＣ 兵庫県加古川市野口町野口１２９番地の９４ 有効

472 エスエヌ環境テクノロジー株式会社 大阪府大阪市此花区西九条５丁目３番２８号ナインティビル２階 有効

5241 株式会社ＳＮ食品研究所
関西支店 兵庫営

業所
兵庫県加古川市加古川町本町１２７番地２ 有効

3662 株式会社エス・ケー・エス 兵庫県加古川市尾上町今福５０１番地の７ＳＫＳ

4947 株式会社エステム 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町二丁目１９番地の１ 有効 有効

4657 株式会社ＳＤモバイル 本部 兵庫県加古川市加古川町北在家２６８１

4790 株式会社ＥＳＴｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 東京都千代田区九段北４－１－２８九段ファーストプレイス６Ｆ

4938 株式会社エックス都市研究所 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目９番１号 有効

4508 株式会社エディオン
法人営業部近畿

支店
兵庫県尼崎市潮江１－１－５０



4997 栄藤電気株式会社 兵庫県姫路市南条４３１番地２ 有効 有効

4619 株式会社エヌ・アイエヌコンサルタント 大阪営業所 大阪府柏原市上市３丁目１２－１１－１０７号

4235 株式会社エヌ・イーサポート 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区磯辺通４－１－８ＩＴＣビル２０３号室 有効

3525 株式会社エヌ・エス・ティ 大阪府堺市平井 ６９５番地

223 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 関西支店 大阪府大阪市中央区久太郎町２丁目 ４－１１

3350 株式会社エヌ・ティ・ティ・ロジスコ 西日本営業部 大阪府大阪市北区堂島１－１－５梅田新道ビルディング１２階

3864 株式会社エヌイーエス 兵庫事務所 兵庫県神戸市中央区布引町二丁目１番７号ソーラービル５階 有効

401 ＮＥＣインフロンティア株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区雲井通４－１－２三宮東ビル

3359 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 兵庫県神戸市中央区東町１２６番地 有効

90 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 関西支社 大阪市中央区城見一丁目４番２４号 有効

362 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 神戸支店 神戸市中央区東町１２６ 有効 有効

3441 ＮＥＣフィールディング株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区東町１２６

122 株式会社エヌエイチケイアイテック 関西支社 大阪府大阪市中央区常盤町１－３－８中央大通ＦＮビル１１Ｆ

5168 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ 大阪総支社 大阪府大阪市中央区常盤町１－３－８中央大通りＦＮビル１１Ｆ 有効

4618 株式会社エヌ・エス・アイ 大阪市北区梅田１－１１－４－２１００大阪駅前第４ビル

2256 エヌエス環境株式会社 西日本支社 大阪府吹田市垂水町２丁目３６番２７号 有効 有効

4230 株式会社ＮＮＣエンジニアリング 南魚沼支社 新潟県南魚沼市大崎４３６９番地１

693 株式会社エヌケーエス 大阪府大阪市淀川区新高１－８－１７ 有効 有効

3937 有限会社ＮＫサービス 兵庫県神戸市中央区籠池通５－３－１２

4856 ＮＣＳ＆Ａ株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁目３番２３号中之島ダイビル 有効

2287 株式会社ＮＪＳ 大阪総合事務所 大阪府大阪市中央区久太郎町４丁目１番３号 有効

4247 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 兵庫営業所 兵庫県神戸市西区井吹台東町５－２６－４ 有効

4853 ＮＴＴ－ＡＴエムタック株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 有効

5129 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 神戸支店
兵庫県神戸市中央区小野柄通４－１－２２アーバンエース三宮ビル６

階
有効

4262 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲三丁目３番３号 有効

3402 株式会社ＮＴＴドコモ
関西支社 姫路支

店
兵庫県姫路市豊沢町８９番地 有効

367 ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社

エヌティティビ

ジネスソリュー

ションズカブシ

キガイシャ

大阪府大阪市北区大深町３番１号 有効 有効

3035 ＮＴＴファイナンス株式会社 神戸支店
兵庫県神戸市中央区小野柄通４－１－２２アーバンエース三宮ビル６

階
有効

2342 株式会社ＮＴＴファシリティーズ 関西事業本部 大阪府大阪市西区土佐堀一丁目４番１４号

536 株式会社ＮＴＴファシリティーズ関西 大阪府大阪市西区土佐堀一丁目４番１４号

5125 株式会社ＮＴＴフィ－ルドテクノ 大阪府大阪市都島区東野田町四丁目１５番８２号 有効

446 株式会社エヌテック神戸 兵庫県神戸市中央区磯辺通２－２－２５

4395 ＮＤネットサービス有限会社 大阪府堺市堺区神南辺町二丁９０番地５ 有効 有効

4680 株式会社エヌパワー 愛知県清須市西枇杷島町宮前１丁目１番地

5106 ＮＢＳ西日本株式会社 兵庫県加古郡播磨町北本荘４丁目６－９ 有効

4537 株式会社エネゲート 大阪府大阪市北区大淀北一丁目６番１１０号 有効

5155 エネサーブ株式会社 滋賀県大津市月輪二丁目１９番６号 有効

4805 株式会社エネット 東京都港区芝公園二丁目６番３号 有効

4219 株式会社エハラ 神戸営業所 兵庫県神戸市西区竹の台６丁目７番地２０５号 有効

795 荏原エンジニアリングサービス株式会社 大阪支店 大阪府大阪市北区堂島１丁目 6番20号堂島アバンザ

4595 荏原商事株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目７番１９号

219 荏原実業株式会社 大阪支社 大阪府大阪市中央区平野町３－２－１３平野町中央ビル 有効

304 株式会社荏原製作所 大阪支社 大阪府大阪市北区堂島一丁目６番２０号堂島アバンザ 有効

4629 株式会社荏原製作所 西大阪支店 大阪府大阪市西淀川区佃４－７－３

373 株式会社荏原電産 大阪支店 大阪府大阪市北区堂島１－６－２０堂島アバンザ

3758 株式会社エビスガラス 兵庫県宝塚市安倉西２丁目４番２３号

4638 株式会社海老名組 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿２６４－２ 有効

3990 株式会社エフ・イ・オート
姫路サービスセ

ンター
兵庫県姫路市白浜町宇佐崎中３丁目１－１ 有効

2122 株式会社エフウォーターマネジメント 兵庫事務所 兵庫県姫路市土山７丁目７－１５第２高田ビル２Ｆ 有効 有効

5001 株式会社エフエムコーポレーション
レンタカー事業

部
兵庫県加古川市加古川町粟津７１４－１ 有効

3282 ＦＬＣＳ株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区磯上通７丁目１番５号 有効

5090 ＦＰＭ－α 大阪府大阪市鶴見区諸口４－１－１７メゾンファヴール５０３ 有効

3516 株式会社エポック・ヴァーグナー 兵庫県丹波市山南町谷川 550-1

4883 株式会社エミュ 兵庫県明石市大久保町大窪８６８番地１

3376 株式会社エム・エス・ウオーター 兵庫県神戸市中央区脇浜町１丁目 ４番７８号

1035 株式会社エム・テック 近畿支店 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目９番５号

4189 株式会社ＭＣエバテック

加古川事業所 加

古川分析セン

ター

兵庫県加古川市金沢町７番地



3861 有限会社エムズ 大阪市西区江戸堀１丁目１８番１２号

4645 株式会社エムスジャパンセキュリティ 大阪府大阪市西区阿波座１－１３－１１建協ビル ６階

4951 株式会社エムティーアイ 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 有効

5250 株式会社ＭＰＯｎｅｘｔ 兵庫県姫路市小姓町１６ 有効

4667 株式会社えむぼま 愛媛県松山市余戸中４丁目５番４３号 有効

4192 株式会社エムライン エムライン 大阪府大阪市此花区梅町２丁目２番２５号 有効 有効

2104 株式会社エルクコンサルタント 兵庫県神戸市中央区御幸通四丁目２番９号アベニュー御幸ビル７Ｆ 有効

4424 ＬＳ Ｆａｃｔｏｒｙ 兵庫県加古川市野口町野口２９１－２６

4068 株式会社エルテック 兵庫県姫路市北条永良町２４６番地 有効

2279 株式会社エンタコンサルタント 兵庫県西脇市西脇２０５ 有効

5079 株式会社遠藤克彦建築研究所 東京都港区浜松町１－９－１１大鵬ビル４階

3828 有限会社遠藤建設 加古川市神野町石守７７７番地の６

4740 株式会社遠藤秀平建築研究所 姫路研究室 兵庫県姫路市中地南町３４番地

687 ＯＥＳアクアフオーコ株式会社 兵庫県豊岡市神美台１５７－７６ 有効 有効

3547 株式会社オーイーシー 大分県大分市東春日町１７番５７号

3576 ＯＥＣ株式会社 岡山県岡山市北区本町６番３６号 有効

4155 株式会社ＯＳ・ＵＰ 兵庫県姫路市玉手３丁目６３１番地

5273 株式会社ｏｆａ 兵庫県神戸市東灘区住吉東町５－２－２－２０３ 有効

4921 有限会社ＯＭＫ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 有効

4602 株式会社オーエンス 神戸支店
兵庫県神戸市中央区小野柄通四丁目１番２２号アーバンエース三宮ビ

ル
有効

4785 オーギ屋ステンレス工業 兵庫県姫路市豊富町御蔭五八五の六六 有効

782 オーク設備工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区磯辺通２丁目 2番3号

4367 株式会社オーシスマップ 神戸支店
兵庫県神戸市中央区浜辺通四丁目１番２３号三宮ベンチャービル２０

１号
有効 有効

3409 株式会社オージースポーツ 大阪府大阪市中央区備後町３丁目 6番14号

5141 オージヤ商事株式会社 兵庫県小野市本町２１番地 有効

5041 株式会社ＯＤＳ 兵庫県三木市志染町中自由が丘２丁目３７２－５１

462 株式会社オーニシ電機 本店 兵庫県加古郡播磨町北本荘３－８－２５ 有効

4106 株式会社オービス 大阪営業所
大阪府大阪市東淀川区東中島１－２１－１５－２０１エクセレンス新

大阪

3739 株式会社オーヤラックス 大阪支店 大阪府大阪市北区東天満２丁目９番１号 有効

5195 株式会社オールライト 兵庫県神戸市兵庫区西出町１丁目１９ー１ー１０５ 有効

349 株式会社オアスコ 大阪府大阪市西成区北津守３－１１－１２ 有効

2038 株式会社オウギ 加古川営業所 兵庫県加古川市野口町野口２７１－１６

2127 扇コンサルタンツ株式会社 兵庫県神戸市東灘区御影塚町２丁目２０番２０号向山ビル２階 有効

5268 王子商店 兵庫県加古郡播磨町宮西３丁目３－１ 有効

2222 株式会社応用地学研究所 神戸事務所 兵庫県神戸市東灘区甲南台1-26

2317 応用地質株式会社 神戸営業所
兵庫県神戸市中央区浜辺通５丁目１番１４号神戸商工貿易センタービ

ル４階４０１号
有効

3328 オオエ商店 兵庫県加古郡播磨町野添 397番地の1

540 大木建設株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区海岸通２－１－２共栄ビル 有効

535 株式会社大給組 兵庫県姫路市林田町林谷２０番地１ 有効

679 大久保造園 明石市大久保町大窪１１３７－１

77 大久保体器株式会社 岡山県岡山市東区鉄４０９ 有効

2112 大阪エンジニアリング株式会社 兵庫支店 兵庫県伊丹市伊丹３丁目１－４８－２０１ 有効

5120 株式会社大阪オートマティック・サービス 大阪府大阪市平野区平野北１丁目５番６号 有効

163 株式会社大阪環境 神戸支店 兵庫県神戸市東灘区甲南町三丁目５番１５－４０７号 有効 有効

5011 大阪瓦斯株式会社

エナジーソ

リューション事

業部

大阪府大阪市中央区平野町四丁目１番２号 有効

3469 大阪ガスセキュリティサービス株式会社 大阪府大阪市淀川区十三本町３丁目６番３５号 有効

3631 大阪機工株式会社 豊岡営業所 兵庫県豊岡市中陰４７０

3945 社団法人大阪技術振興協会 大阪府大阪市西区靱本町１－８－４大阪科学技術センタービル５０４

4294 有限会社大阪金剛 兵庫県尼崎市立花町二丁目１４番９－２号 有効

320 大阪水源開発株式会社 大阪府大阪市天王寺区生玉前町５番１５号 有効

3815 株式会社大阪水道工業会研究所 大阪府大阪市北区天神橋３丁目６番２６号扇町パークビル４階 有効

4545 株式会社大阪水道総合サービス 大阪府大阪市阿倍野区旭町１－２－７ 有効

3039 株式会社大阪測器 大阪府大阪市中央区瓦町４丁目６－８大阪化学繊維会館５階

4104 株式会社大阪測器測器事業 大阪府大阪市中央区安土町１－７－１３トヤマビル本館６階 有効

4821 株式会社大阪そふと 大阪府大阪市北区南森町１－１－２５

1018 大阪塗工株式会社 兵庫県尼崎市三反田町２－２－１９ 有効

575 株式会社大城工業所 兵庫県尼崎市小中島２－６－１０

776 大関技術株式会社 本社 兵庫県神戸市東灘区住吉南町１－１－１５

2283 有限会社大田建築事務所 姫路支店 兵庫県姫路市山野井町１４７番地１―１ヨシダビル３０１号 有効

184 太田土建株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区中山手通５丁目 ２番３号

3329 株式会社大塚商会 神戸支店 兵庫県神戸市中央区磯上通８－３－５ 有効

4729 株式会社オオツキ 西神営業部 兵庫県三木市志染町広野５ー２５５

3599 大槻ポンプ工業株式会社 京都府綾部市本町７－６７－２ 有効

4452 大豊機工株式会社 関西営業所 兵庫県伊丹市北伊丹八丁目１０番地１

78 鳳工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区住吉南町３‐３‐５



4323 有限会社大西園芸 兵庫県神戸市西区押部谷町細田宮西１６５ 有効 有効

765 株式会社大西興業 兵庫県加古郡播磨町大中２丁目４番３０号

3040 大西事務株式会社 兵庫県加古川市尾上町今福４０５－２

5084 大西ＴＡ設計室 兵庫県加古郡稲美町野寺３３１番地

5243 大西モータース 兵庫県加古郡稲美町六分一１１７８－３２ 有効

5207 有限会社大原ガラスリサイクル 愛知県名古屋市中村区則武本通三丁目３１番地 有効

2007 株式会社オオバ 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区磯辺通４丁目１番８号 有効

518 株式会社大林 兵庫県加古川市野口町長砂１１６４ 有効

23 株式会社大林組 神戸支店 兵庫県神戸市中央区加納町４－４－１７ニッセイ三宮ビル 有効

644 大林道路株式会社 兵庫営業所 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋６５０－１

3837 大廣建設株式会社 兵庫県加古川市平岡町新在家２－２６７－１１ 有効

3314 大前消防ポンプ工業 兵庫県神崎郡福崎町馬田89-1

456 株式会社大本組 大阪支店 大阪府大阪市北区南森町２－４－４ 有効

4145 オオモリ工業株式会社 兵庫県姫路市砥堀８１番地５ 有効

4968 有限会社オオヤマ 兵庫県西脇市黒田庄町大門３９－２ 有効

3747 株式会社オオヨドコーポレーション
Ｐテックス社大

阪支店
大阪府守口市日光町３番１２号

711 株式会社岡 工務店 兵庫県神戸市兵庫区水木通４丁目１番１号 有効

4100 岡田電工株式会社 兵庫県加古川市東神吉町升田８４４番地 有効 有効

189 岡野建設工業株式会社 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府３４番地３ 有効

4433 株式会社岡村製作所 神戸支店 兵庫県神戸市中央区西町３５三井神戸ビル２Ｆ

579 株式会社オカモト・コンストラクション・システム 兵庫県尼崎市七松町２丁目２７番２３号 有効

406 岡本設計工房株式会社 兵庫県加古郡稲美町北山２‐６５

3042 有限会社岡本ポンプ 兵庫県たつの市新宮町井野原２７６－１ 有効

4824 岡山電設株式会社 京都府綾部市里町大坂３３番地の２ 有効 有効

2199 株式会社小河建築設計事務所 大阪府大阪市中央区博労町１－７－１６ＣＳＴ大阪ビル

4442 小川ポンプ工業株式会社 大阪市住吉区万代東１－５－２２

4674 沖ウィンテック株式会社 関西支店 大阪府大阪市中央区本町３－４－８東京建物本町ビル

5132 ＯＫＩクロステック株式会社 関西支社 大阪府大阪市中央区備後町二丁目６番８号サンライズビル 有効 有効

581 株式会社沖電気カスタマアドテック

サポートサービ

スビジネス本部

関西支社

大阪府大阪市中央区常盤町１丁目 3番8号

670 沖電気工業株式会社 関西支社 大阪府大阪市中央区備後町２丁目６番８号サンライズビル 有効 有効

368 奥アンツーカ株式会社 近畿支店 大阪府東大阪市長田東３－２－７ 有効 有効

3046 株式会社オクダ楽器店 兵庫県加古川市加古川町篠原町１４－３ 有効

330 株式会社奥村組 神戸支店 兵庫県神戸市中央区磯辺通２丁目２番１６号 有効

166 奥村組土木興業株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市灘区岩屋中町１丁目４番１９号オクムラマリンビル 有効

4884 小倉印刷株式会社 兵庫県姫路市花田町一本松４０１－１

416 小田急建設株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区船越町１丁目 2番1号

3729 株式会社乙媛印刷社 神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区青木２－１１－１２－２０２

5143 尾上スポーツ 兵庫県加古川市尾上町長田５２６?３ 有効

2244 株式会社小野設計 兵庫県姫路市神子岡前１丁目２番１号神子岡エイト 有効

3591 小野旅行センター株式会社 兵庫県小野市王子町 800-1

503 株式会社小原土木工業 兵庫県加古川市野口町長砂２８８番地の１０

3306 オフィス・メディア株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区高麗橋２－６－１０新高麗橋ビル

360 株式会社オプテージ 大阪府大阪市中央区城見２丁目１番５号 有効 有効

2358 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区磯辺通２丁目２番３号フジ磯辺ビル 有効

188 オリエンタル白石株式会社 兵庫営業所 兵庫県神戸市中央区栄町通二丁目４番１３号 有効

27 オリエンタル・テクノ株式会社 兵庫県たつの市御津町苅屋１２０３番地８ 有効

4261 オリエントハウス株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市西区玉津町田中５９３番地３ 有効 有効

2271 オリジナル設計株式会社 兵庫営業所 兵庫県神戸市荒田町３－３－２ 有効 有効

4766 オリックス株式会社 東京都港区浜松町二丁目４番１号

3586 オリックス自動車株式会社
支店統括部神戸

支店
兵庫県神戸市中央区御幸通６－１－１０

2130 株式会社オリンピアコンサルタント 兵庫支店 兵庫県姫路市飾磨区野田町１２７番地高田姫路南ビル６Ｆ 有効

4974 オルガノ株式会社 関西支店 大阪府吹田市江の木町１－６ 有効

4899 オルガノプラントサービス株式会社 関西事業所 大阪府吹田市江の木町１－６ 有効

4055 カーコム株式会社 大阪支店 大阪府大阪市西区北堀江２－２－２５　久我ビル南館５Ｆ

3444 株式会社会議録研究所 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４ 有効

4677 株式会社会議録センター 埼玉県鴻巣市鎌塚１－４－１２

208 株式会社貝塚工務店 兵庫県高砂市末広町４－１ 有効

4083 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 兵庫営業所 兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目１番１９号 有効

396 開発防水工業有限会社 兵庫県明石市西明石北町２－３－１

3234 株式会社化学品分析センター 兵庫県尼崎市南塚口町８丁目 55－1

3838 株式会社柿野工務店 兵庫県明石市北王子町３－５

537 株式会社鍵田組 兵庫県尼崎市崇徳院２丁目５５番地 有効

4044 カギのドクター 兵庫県加古川市加古川町友沢１６－１２

4183 かけい 兵庫県加古郡播磨町北本荘１－１３－１４

4242 株式会社陰山不動産鑑定 兵庫県加古川市野口町良野１１５－３ 有効

4052 加古川ガス株式会社 宗佐工場 兵庫県加古川市八幡町宗佐字出合１０１１－１ 有効

147 株式会社加古川組 兵庫県加古川市加古川町本町１７２－１ 有効



3047 加古川コンクリート工業株式会社 兵庫県加古川市平岡町一色３３５番地

3557 加古川バス株式会社 兵庫県加古川市尾上町池田１８３２－１ 有効

4813 加古川バスツーリスト株式会社 兵庫県加古川市尾上町池田１８３２－２ 有効

3219 株式会社加古川ヤマトヤシキ 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１－８ 有効

3003 公益社団法人加古郡広域シルバー人材センター 兵庫県加古郡播磨町南野添１丁目２３番７号ゆうあいプラザ 有効

2040 加古土木測量設計株式会社 兵庫県加古川市加古川町粟津４９８

729 株式会社籠谷 兵庫県高砂市荒井町御旅２丁目１－１７ 有効

4380 有限会社かさい塗装店 兵庫県たつの市御津町釜屋２２－２

4732 カシオリース株式会社 東京都渋谷区本町１－６－２カシオ計算機本社ビル

5121 株式会社カシタニ 兵庫県姫路市飯田３丁目１０２番地 有効

4033 株式会社樫野
環境製品開発事

業部
神戸市中央区小野柄通５丁目１番１２号

4363 鹿島テック
兵庫県加古川市平岡町新在家１３５６－２ソフィア２１新在家１０７

号室

430 株式会社カシワバラ・コーポレーション 兵庫営業所 兵庫県加古川市尾上町安田２７５－１ 有効

4233 加治木設計 兵庫県神戸市中央区二宮町４－９－２１ＫＹビル５階

5048 株式会社鍜治田工務店 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区八幡通３－２－５ 有効

3832 カジマアクアテック株式会社 関西支店 大阪府大阪市中央区城見２－２－２２

4749 鹿島環境エンジニアリング株式会社 東京都港区元赤坂１丁目５番３１号新井ビル６階 有効

505 鹿島建設株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区浜辺通５丁目１番１４号

751 鹿島道路株式会社 兵庫営業所 兵庫県神戸市西区今寺１４―２８ 有効

4090 カスタム一級建築士事務所 兵庫県加古川市加古川町溝之口３４３－７

3929 株式会社ＫＡＺＣＯＭ 岡山県岡山市駅元町１５－１リットシティビル４階

3836 片山ストラテック株式会社 大阪府大阪市大正区南恩加島６丁目２番２１号

334 勝村建設株式会社 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島６丁目 7番8号大昭ビル内

683 株式会社カデックス 兵庫県神戸市兵庫区東山町１丁目１１番２号 有効

4574 カトーレック株式会社
美術輸送東京支

店
東京都江東区枝川２－８－７

2006 株式会社加藤建築事務所 兵庫県姫路市南今宿３番１９号 有効

2276 加藤コンサルタント株式会社 兵庫県姫路市広畑区吾妻町１丁目 ３５番地の３

2264 株式会社加東測量 兵庫県加東市大畑５９４番地

5263 加藤乳業株式会社 兵庫県高砂市米田町塩市３７０－２ 有効

3366 金澤産業株式会社 兵庫県加古郡稲美町加古３８６９

5201 株式会社金谷建設興業 兵庫県姫路市岩端町１８８番地 有効

3833 株式会社金山組 兵庫県尼崎市武庫之荘３丁目８番６号 有効

719 金山建設工業株式会社 兵庫県尼崎市南武庫之荘３丁目３番８号 有効

3235 株式会社カネカテクノリサーチ 兵庫県神戸市兵庫区大開通１丁目１番１号神鉄ビル６Ｆ

76 金下建設株式会社 兵庫支店 兵庫県豊岡市三坂町５番２８号 有効

5138 株式会社カネダ 兵庫県高砂市松陽２丁目３４８の６ 有効

105 カネダ工業株式会社 兵庫県姫路市広畑区本町２丁目 ６２－１

4279 有限会社金田商店 兵庫県高砂市竜山２丁目３番２４号 有効

269 株式会社金田土木 本店 兵庫県明石市大久保町八木７３９番地の１０

4296 兼正興業株式会社 兵庫県神戸市長田区東尻池町１丁目９番１０号 有効

38 株式会社加納工務店 兵庫県高砂市荒井町扇町 10-23

4738 株式会社加納測量 兵庫県加古川市野口町良野１５５９番地加納ビル

176 株木建設株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区北長狭通５－２－１９ 有効

5255 株式会社株式会社ウェルクル
関西支部 大阪支

店
大阪市中央区北浜３－１－６サン北浜ビル４階 有効

63 株式会社ナカニシ土木 兵庫県加古郡播磨町大中三丁目４番５５号 有効

140 株本建設工業株式会社 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３３８－１ 有効

4492 釜江測量登記事務所 兵庫県明石市魚住町清水２３１番地の６

3603 株式会社カマタニ 兵庫県姫路市御国野町国分寺７８ 有効

5269 釜谷紙業株式会社
姫路事業所段

ボール部
姫路市別所町北宿１１５６ 有効

823 鎌長製衡株式会社 香川県高松市牟礼町牟礼２２４６番地 有効

3470 鎌長製衡株式会社 大阪支店 大阪府吹田市広芝町１０番２８号オーク江坂ビル 有効

4717 有限会社紙川防水興業 兵庫県神戸市長田区東尻池町４－１－２５

279 株式会社神島組 兵庫県西宮市甲風園３－９－５

499 株式会社紙谷工務店 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区北長狭通５丁目 ２番１９号

3843 株式会社亀井産業 赤穂市中広１７２２－４

3711 株式会社亀井商店 兵庫県神戸市中央区三宮町３丁目９番１８号 有効

3438 有限会社亀井自動車 兵庫県明石市二見町南二見 16-1

3813 株式会社加門建築 兵庫県朝来市多々良木１２３０

714 株式会社香山組 兵庫県尼崎市東難波町５丁目３１番２０号 有効

5256 株式会社ＫＡＲＡＫＡＲＡ 加古川市西神吉町中西１５３－８ 有効

4146 カラタニエンジニアリング株式会社 兵庫県尼崎市玄番南之町４

313 株式会社柄谷工務店 高砂営業所 兵庫県高砂市梅井３丁目２３番１２号 有効

3049 株式会社河合楽器製作所 加古川店 兵庫県加古川市加古川町平野 185-1

3593 株式会社河合コーポレーション 兵庫県小野市万勝寺町 925番地の5

4897 株式会社河合塗研 兵庫県神戸市北区道場町塩田１９５７－１１ 有効

4709 カワイハウジング株式会社 兵庫県明石市大久保町大窪８２６番地の１

4429 川上電気設備管理事務所 兵庫県加古郡播磨町南大中１丁目７番３０号 有効



755 株式会社川崎技研 福岡県福岡市南区向野一丁目二十二番十一号

259 川崎重工業株式会社 関西支社 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目１２番７号清和梅田ビル 有効 有効

168 川崎設備工業株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区八幡通３‐１‐１４ 有効

724 川崎地質株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区花隈町３－３５花隈会館２０３号 有効

777 株式会社川嶋建設 兵庫県豊岡市寿町１１番３５号 有効

5169 株式会社川島設備 本店 兵庫県明石市貴崎５丁目２番地４２ 有効

4162 川重環境エンジニアリング株式会社 東京都江東区木場２丁目１７番１２号

372 川重商事株式会社 神戸本部 兵庫県神戸市中央区海岸通８番神港ビル

3050 川重テクノサービス株式会社 兵庫県明石市川崎町 1番1号

825 川重ファシリテック株式会社 兵庫県加古郡播磨町新島８番地 有効 有効

4552 カワセコンピュータサプライ株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目１番１９号日精ビル２階

5181 河田建設株式会社 兵庫県高砂市松陽２－３４５－４ 有効

675 川田建設株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区海岸通３番シップ神戸海岸ビル 有効

671 川田工業株式会社 大阪支社 大阪府大阪市西区北堀江１丁目 22-19

4569 株式会社河内設備工業 兵庫県明石市二見町西二見７５７－１ 有効 有効

338 川鉄橋梁鉄構株式会社 大阪支社 大阪府大阪市北区堂島１丁目 ６番２０号

4535 有限会社カワトク 加古郡稲美町岡２５６０番地の１

492 川西土木株式会社 兵庫県西宮市西宮浜２丁目２１番地 有効

4973 株式会社川見建設 兵庫県豊岡市出石町町分２５２ 有効

3579 川村義肢株式会社 大阪府大阪市北区天神橋１丁目 １８番１８号

5006 株式会社カンエイメンテナンス 大阪支店 大阪府大阪市東淀川区東中島２－８－８－２０６

3508 有限会社関関同立学生会 兵庫県高砂市米田町島 78番地の13

4051 カンキカメラ 加古郡播磨町宮北1-2-24

821 株式会社カンキョウ 兵庫県加西市北条町黒駒９－１

3513 環境化学工業株式会社 兵庫県加古川市別府町新野辺 字畑下１５２５番地

2350 株式会社環境技術研究所 大阪市西区阿波座１－３－１５ 有効

3617 株式会社カンキョウ・クリエート 本社 兵庫県神戸市中央区北長狭通５丁目３番９号中村ビル

4919 環境計測株式会社 神戸事業所 兵庫県神戸市東灘区深江南町３－８－５ 有効

3051 環境計測サ－ビス株式会社 兵庫県尼崎市塚口町５丁目 8－5

2215 株式会社環境工学コンサルタント 大阪本社 大阪府大阪市中央区船越町１丁目 ６番６号レナ天満橋１０Ｆ

3237 環境システム株式会社 兵庫県西脇市坂本５０－１

555 株式会社環境清美 兵庫県明石市魚住町金ヶ崎３５２－１ 有効 有効

2293 環境設計株式会社 兵庫営業所 兵庫県尼崎市七松町３丁目１５番１３号 有効

4489 環境設計株式会社 神戸事務所 兵庫県神戸市垂水区下畑町上口８３５ 有効

4462 有限会社環境設計コンサルタント 兵庫県加古川市上荘町都台一丁目２番地の２０ 有効

5081 有限会社環境設計コンサルタント 兵庫県加古川市上荘町都台一丁目２番地の２０

2313 株式会社環境総合テクノス 姫路支店 兵庫県姫路市飾磨区下野田 ２丁目５２５番４

3378 株式会社環境ソルテック 兵庫県高砂市荒井町新浜１－２－１

4286 企業組合環境流通評議会
兵庫県神戸市中央区元町通４丁目６番２０号ライオンズプラザ元町１

０２

2312 株式会社環境緑地設計研究所 兵庫県神戸市中央区海岸通２－２－３サンエービル 有効

2182 有限会社環研 兵庫県加古川市野口町北野１２９７－５１２９７－５ 有効

2295 株式会社環研究所 環研究所 大阪府大阪市淀川区西中島６－８－２０花原第７ビル５０２号

2024 株式会社かんこう 神戸支店 兵庫県西宮市櫨塚町５番２９号エトールＶＩ１０５ 有効 有効

2231 株式会社関工エンジニア 兵庫県加古川市野口町水足９４２番地の１ 有効

3863 有限会社関工建設コンサルタント 兵庫県加古川市野口町水足９４２－１ 有効

3550 株式会社刊広社 姫路営業所 兵庫県姫路市北条 １丁目７８番地ＯＭビル１０１号

3054 関西医療株式会社 兵庫県加古川市加古川町備後３９４番地 有効

563 関西植木株式会社 大阪府大阪市西区千代崎２丁目２２番２１号

5231 西戸崎興産株式会社 関西営業所 大阪府枚方市尊延寺６丁目３１番６－１０５号 有効 有効

2354 株式会社関西エンジニヤリング 兵庫県神戸市中央区相生町５－１７－１２－１０８ 有効

4560 関西化工建設株式会社 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１４番地４ 有効

4654 関西環境科学株式会社 兵庫県姫路市飾西６６番地３

2151 財団法人関西環境管理技術センター 大阪府大阪市西区川口２丁目 ９番１０号

3353 株式会社関西環境センター 西兵庫営業所 兵庫県赤穂市有年原９１３番地２

2260 関西技術コンサルタント株式会社 兵庫事務所 兵庫県神戸市北区藤原台中町８－４－１０ 有効

3239 株式会社関西計画技術研究所 大阪府大阪市中央区天満橋京町１番２６号 有効

654 関西建設工業株式会社 明石本店 兵庫県明石市相生町２丁目２番１２号Ｋ．Ｋ．Ｋ第３ビル 有効

5055 株式会社関西工専 兵庫県神戸市西区神出町紫合５６０－８ 有効

2327 株式会社関西コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町４－４－１５浅沼谷町ビル 有効

2265 株式会社関西シビルコンサルタント 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目４番２０号中央ビル 有効

3240 株式会社関西水栓 加古川営業所 兵庫県加古川市加古川町本町 字谷田145の2

3625 有限会社関西洗管工業 兵庫県篠山市不来坂４－１３

2156 株式会社関西総合研究所 大阪府大阪市中央区常盤町２丁目３番１６号高木産業ビル

648 関西造園土木株式会社 兵庫県神戸市兵庫区下沢通２丁目２番２１号 有効

3056 有限会社関西厨房 兵庫県神戸市西区二ツ屋１丁目２８番１号 有効

4999 株式会社関西電機工業所 兵庫県加古川市加古川町中津８０６－５ 有効

3500 一般財団法人関西電気保安協会 加古川営業所 兵庫県加古川市加古川町粟津７３２－２ 有効

4817 関西電力株式会社 大阪府大阪市北区中之島３丁目６番１６号 有効



187 関西道路安全株式会社 兵庫県姫路市町坪４－２ 有効

781 関西ハウス工業株式会社 大阪府大阪市浪速区桜川２－１１－２０根来ビル４階 有効 有効

270 関西日立株式会社 大阪府大阪市西区土佐堀１丁目３番７号肥後橋シミズビル４階 有効 有効

4079 株式会社関西補償問題研究所 神戸支店 兵庫県神戸市中央区元町通６丁目５番８号

4412 株式会社関西マサル 大阪府大阪市都島区御幸町１―３―１０

4620 関西みなと鑑定株式会社 兵庫県神戸市東灘区向洋町中５丁目６番地の２　２０１号

3581 株式会社関西ヤマダ電機 加古川営業所 兵庫県加古川市尾上町今福 71

5063 関西瀝青工業株式会社 兵庫県姫路市川西４９－１ 有効

4609 関西レコードマネジメント株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４番４号アクア堂島東館 有効

198 株式会社神崎組 兵庫県姫路市北条口三丁目２２番地 有効

2192 株式会社神崎測量設計 兵庫県神崎郡市川町屋形７２３－１ 有効

445 神崎電設株式会社 兵庫県姫路市大黒壱丁町４１番地 有効

322 管清工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市灘区国玉通２－８－５ 有効 有効

2193 株式会社寛設計事務所 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区浜辺通４丁目１番２３号 有効

2194 カンゼ航測株式会社 兵庫営業所 兵庫県西宮市甲子園口３－２８－１２ 有効 有効

2047 株式会社管総研 兵庫県尼崎市浜１－１－１ 有効 有効

640 株式会社神田組 兵庫県加西市山田町３５９番地の２ 有効

4316 神田工業株式会社 兵庫県姫路市神田町３丁目６番地 有効

4270 株式会社関電Ｌ＆Ａ 大阪府大阪市西淀川区歌島二丁目４番７号

658 株式会社かんでんエンジニアリング 姫路支店 兵庫県姫路市東今宿３丁目３番３号 有効 有効

5042 関電サービス株式会社 大阪市北区西天満５丁目１４番１０号梅田ＵＮビル

3983 関電システムソリューションズ株式会社
公共ソリュー

ション事業部
大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２５－７江戸堀ヤタニビル５階

5150 株式会社関電パワーテック 大阪府大阪市中央区備後町３丁目６番２号ＫＦセンタービル 有効

4227 株式会社河南測量設計 兵庫県篠山市東吹９２１－１ 有効

4102 カンノ空調株式会社 兵庫県加古川市新神野３丁目８－１２ 有効 有効

4658 株式会社カンポ 京都府京都市伏見区羽束師古川町２３３番地 有効

3734 有限会社環力 兵庫県佐用郡佐用町上月４５５－６

531 株式会社ガイアート 神戸営業所 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字芝６－２

4577 ガラスセンター和田 兵庫県加古川市平岡町新在家６３ 有効

3979 株式会社ガル 兵庫県神戸市中央区北長狭通４－３－１３私学会館内

603 岩水開発株式会社 岡山県岡山市南区福吉町１８－１８ 有効

4407 菊川汽罐工業株式会社 兵庫県神戸市長田区蓮宮通２－７－１

2060 株式会社キクチコンサルタント 豊岡営業所 兵庫県豊岡市昭和町２－５０河本ビル１階 有効 有効

3451 木幸スポーツ企画株式会社 大阪府枚方市朝日丘町 ２番１９号

3830 株式会社木島水道建設 兵庫県朝来市伊由市場８７

4902 株式会社キシモト 兵庫県明石市和坂１１－３生頼第一ビル１０１号 有効

465 岸本鉄工株式会社 兵庫県尼崎市久々知西町２－７

4893 株式会社気象工学研究所 大阪府大阪市西区京町堀一丁目８番５号明星ビル１０階 有効

2107 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 兵庫支店 兵庫県神戸市中央区小野柄通３－２－２２富士火災神戸ビル 有効

2098 キタイ設計株式会社 西日本支社 兵庫県姫路市西夢前台２－４９ 有効

5247 株式会社キタイ装建 兵庫県神戸市西区神出町宝勢７７４番地の１５９ 有効

488 北浦建設株式会社 兵庫県神戸市兵庫区湊町１－４－２６ 有効

57 北川ヒューテック株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市灘区桜口町３－３－２６

819 北川瀝青工業株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市長田区梅ヶ香町２－８－１３ 有効

4876 北日本コンピューターサービス株式会社 秋田県秋田市南通築地１５番３２号 有効

4861 株式会社キタムラ 高知県高知市本町４－１－１６ 有効

4996 株式会社キタムラ 大阪支店 大阪府大阪市北区東天満１丁目２番１５号東天満キタムラビル７階 有効

64 株式会社北村工務店 兵庫県姫路市神子岡前一丁目１番１５号 有効

730 株式会社北山工商 兵庫県姫路市南条３９９－１ 有効

515 株式会社北山鑿泉工業所 兵庫県加古郡播磨町大中三丁目４番３８号 有効

29 株式会社きとみ電器 本店 兵庫県明石市王子２－１９－１９ 有効

547 機動建設工業株式会社 兵庫営業所 兵庫県尼崎市南塚口町１丁目２番１５号アルシオーネ塚口２０２号室 有効

5117 喜成建設 兵庫県加古川市尾上町養田６１６ 有効

4030 木下商事株式会社 播磨宮西給油所 兵庫県加古郡播磨町宮西２丁目８－７木下商事株式会社 有効

4439 有限会社木下ブンセイ出版印刷 兵庫県明石市大久保町高丘７丁目２６番地の８

350 木原建設株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区多聞通３丁目 2-9

3330 株式会社規文堂 京都府京都市南区唐橋大宮尻町１６番地の１

5257 株式会社キミコン 兵庫支店 兵庫県姫路市青山３丁目１０－２青山ビル 有効

4646 木村工業株式会社 播磨営業所 兵庫県加古郡播磨町新島１６番地 有効

3681 株式会社きもと 大阪支店 大阪府大阪市中央区大手前１丁目 7番31号

3382 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 近畿大手営業部 大阪府大阪市中央区南本町１－８－１４

4767 キヤノン電子テクノロジー株式会社 東京都港区海岸１－４－８

5213 ＣＡＭＥＬ株式会社 兵庫県豊岡市桜町１０番１１号 有効

4164 株式会社キャリアパートナー 兵庫県神戸市中央区中町通２－３－２神戸駅前ツインビル８階

4184 キャリアリンク株式会社 東京都新宿区西新宿２－１－１

5093 株式会社キャンサースキャン 東京都品川区西五反田１－３－８五反田ＰＬＡＣＥ２Ｆ 有効

4691 株式会社キューブ 神戸市中央区北野町１丁目５－２５アンビエンテ北野２０１号



4611 株式会社九電工 関西支店 大阪府大阪市中央区南船場２－９－８シマノ・住友生命ビル 有効

2261 株式会社教育施設研究所 大阪事務所 大阪府大阪市北区東天満１－６－６オーセンビル 有効

5162 協栄産業株式会社 栃木工場 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生乙４０３６協栄産業株式会社 栃木工場 有効

3325 共栄商亊株式会社 兵庫県姫路市勝原区下太田３１５番地

3362 共栄通商株式会社 兵庫県加古川市西神吉町岸１００－１

300 協永電機株式会社 兵庫県加古川市加古川町美乃利４７２ 有効

5069 共栄電器工業株式会社 兵庫県尼崎市杭瀬北新町１－１６－１ 有効

5215 株式会社共栄ブレーン 関東店 東京都台東区上野５丁目１５－１７・６階 有効

4136 株式会社協榮リノベイション 大阪府大阪市東住吉区住道矢田６丁目１６番９号

418 株式会社共進組 兵庫県加古郡播磨町東本荘２丁目４番６号 有効

3860 株式会社共伸測量設計 加古川市野口町坂元６２０番地の１

5189 京セラコミュニケーションシステム株式会社 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地 有効

4285 京セラ丸善システムインテグレーション株式会社 関西営業所 大阪府大阪市中央区久太郎町２－５－２８

502 京庭園カクリン有限会社 兵庫県加古川市加古川町北在家４０９番地の１

2352 株式会社京都イングス 神戸支店 兵庫県三木市志染町中自由が丘１－２４０ 有効 有効

800 株式会社京都科学 京都府京都市伏見区北寝小屋町 15番地

5039 京都税理士法人 京都市南区吉祥院九条町３０番地１江後経営ビル 有効

4664 共同印刷西日本株式会社 大阪府大阪市中央区平野町二丁目１番２号沢の鶴ビル 有効

341 協同建設株式会社 兵庫県姫路市白浜町乙７８０－１０ 有効

2105 共同設計株式会社 兵庫事務所 兵庫県尼崎市食満２－５－１７ 有効

3615 株式会社協同テクノス 兵庫県姫路市飾磨区中島 2071番地

380 株式会社共友建設 兵庫県加古川市上荘町国包３９７－２ 有効

4621 共立建設株式会社 関西支店 大阪府大阪市中央区博労町２－１－１３アーバンネット本町ビル 有効

3332 有限会社共立サービス 兵庫県加古川市野口町野口１１６－１

128 株式会社協立道路サービス 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町４丁目１６番２１号

4426 株式会社共立メンテナンス
PKP事業本部 関

西支店
大阪府大阪市中央区北浜四丁目７番２８号 有効

438 共和化工株式会社 大阪支店 大阪市淀川区宮原４－５－３６ 有効

4402 協和機電工業株式会社 大阪支店 大阪府大阪市鶴見区今津中三丁目１１番６号 有効

4078 株式会社共和技術研究所 大阪府大阪市中央区南船場１－６－１２ 有効

4376 有限会社協和建設 兵庫県加古川市西神吉町岸５００番地の１７

3907 共和工業株式会社 東京都大田区大森南４－４－１６ 有効

205 協和工務店有限会社 兵庫県加古郡播磨町二子２６５

2093 株式会社協和コンサルタンツ 兵庫営業所 兵庫県川西市向陽台３丁目１番地の１６ 有効

2077 協和設計株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区京町８３三宮センチュリービル１２Ｆ 有効

2258 共和測量設計株式会社 兵庫県姫路市辻井８丁目 ３－３１

738 協和テクノロジィズ株式会社 兵庫営業所 兵庫県神戸市兵庫区下沢通７丁目１番２３号 有効 有効

312 旭日電気工業株式会社 大阪支店 大阪府大阪市西区立売堀１丁目２番１２号

3060 極東開発工業株式会社 関西支店 兵庫県西宮市甲子園口６丁目１－４５

4724 極東開発工業株式会社 兵庫県西宮市甲子園口６丁目１番４５号 有効 有効

2064 株式会社極東技工コンサルタント 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目２番１－２－１１０３号 有効 有効

120 極東興和株式会社 兵庫営業所 兵庫県尼崎市西川２－１５－１３ 有効

629 極東サービス株式会社 大阪営業所 兵庫県尼崎市東難波町５―９―１ 有効 有効

5096 極東サービスエンジニアリング株式会社 東京都品川区東品川三丁目１５－１０ 有効

8 清田軌道工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字今草１番５ 有効

4440 喜楽鉱業株式会社 滋賀県湖南市石部口二丁目７番３３号

3663 キリン・エンジニアリングサービス 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目 23番26号

4177 近畿オーエーシステム株式会社 大阪府大阪市西区阿波座１‐４‐４

3064 株式会社近畿義肢製作所 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 990－1

4501 近畿技術コンサルタンツ株式会社 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区京町７９番地日本ビルヂング 有効 有効

429 近畿工業株式会社 兵庫県三木市別所町巴２０番地

4118 近畿興業株式会社 兵庫県姫路市飾磨区鎌倉町５７－１ 有効

4525 株式会社近畿商事 兵庫県神戸市西区見津が丘１丁目３番地の１０

4273 近畿設備株式会社 大阪府大阪市北区天満３丁目９番６号 有効 有効

1009 株式会社キンキ地質センター 京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内３３番地３

2133 株式会社キンキ地質センター 大阪事務所 大阪府吹田市泉町５－９－３８－５０２ 有効

3066 有限会社近畿調理機 兵庫県赤穂市古浜町８３番地 有効

3918 株式会社近畿トラック販売 兵庫県神戸市中央区港島９丁目１１－１

4828 近畿ニチレキ工事株式会社 兵庫支店 兵庫県姫路市飾磨区中島３０５９

4704 近畿日本ツーリスト株式会社 姫路支店 兵庫県姫路市東延末１－１

3489 株式会社近畿バンドー 加古川支店 兵庫県加古川市平岡町土山 字コモ池の内６４８

235 近畿菱重興産株式会社 兵庫県神戸市兵庫区笠松通九丁目２番１９号

4616 株式会社近代設計 神戸営業所 神戸市中央区西町３５ 有効

560 株式会社きんでん 姫路支店 兵庫県姫路市安田４丁目１３３番地 有効 有効

3658 株式会社金門製作所 大阪支店 大阪府東大阪市長田中１－４－１７

2186 株式会社技研 兵庫営業所 兵庫県加西市上道山町２７７－１ 有効

3934 株式会社ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２ 有効

3067 株式会社ぎょうせい 関西支社 大阪府大阪市中央区谷町３丁目１番９号 有効

4186 行政システム株式会社 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原４－１－６アクロス新大阪 有効

2226 株式会社空間創研 大阪事務所 大阪府大阪市北区神山町 １番５号扇町公園ビル６Ｆ



4358 株式会社空間デザイン
大阪府吹田市垂水町三丁目２９番地の２チサンマンション第５江坂４

０６

4042 くさかべ 兵庫県加古郡播磨町野添１６４５番地

4257 草竹コンクリート工業株式会社 奈良県奈良市南京終町４丁目２４７番地

5244 株式会社工藤建築環境設計室
兵庫県宝塚市雲雀丘２丁目１２番３５号ハイツ花屋敷マンション２０

３号
有効

180 株式会社クニ工務店 兵庫県神戸市兵庫区大開通３丁目 1-36

690 株式会社クニサキ 兵庫県加古郡播磨町古田１－１１－１ 有効

65 邦設備工業株式会社 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬６６３－１３ 有効

4254 國年上下水道設計株式会社 兵庫営業所 兵庫県神戸市東灘区深江南町３－７－１７－５０２クラージュ東灘 有効

3244 株式会社クボ医療 兵庫県加古郡播磨町東野添３－６－３２

504 株式会社クボタ 大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 有効

4011 クボタエイトサービス株式会社
オフィス情報

サービス部
大阪府大阪市浪速区敷津東１丁目２番４７号

4580 クボタ環境エンジニアリング株式会社 大阪支社 兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号 有効

1006 クボタ機工株式会社 大阪支店 兵庫県尼崎市浜１－１－１ 有効

263 株式会社クボタ建設 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区磯辺通４丁目 １番８号

496 窪田工業株式会社 兵庫県神戸市垂水区塩屋町４丁目４番１２号 有効

3069 クボタリース株式会社 大阪府大阪市中央区今橋４丁目 3番18号

702 株式会社熊谷組 神戸営業所 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 ９階 有効

4193 株式会社熊谷興産 岡山県岡山市北区青江５－２２－３４ 有効

1033 株式会社クマガワ 兵庫県姫路市飾磨区中島 ３４４３

741 株式会社熊田造園 兵庫県姫路市白浜町乙３０－７

3245 株式会社クマヒラ 姫路営業所 兵庫県姫路市安田１－６２

4339 株式会社クマヒラ 関西支社 大阪府大阪市中央区久太郎町一丁目９番２３号

651 クマリフト株式会社 大阪市西区京町堀１－１２－２０ 有効

3377 クマリフト株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区御幸通２－１－４ 有効

2252 株式会社久米設計 大阪支社 大阪府大阪市中央区本町４丁目３番９号 有効

5044 クモノスコーポレーション株式会社 尼崎支店 兵庫県尼崎市築地２－１１－６ 有効

3665 株式会社クライアンツコーポレーション 兵庫県姫路市本町１２７番地姫路大手前ビル７Ｆ

4773 クライアンツビジネスサポート株式会社 兵庫県姫路市神子岡前１丁目２番１号神子岡エイト７階

4978 クライムテック 兵庫県神戸市西区桜が丘西町３－６－１３

3400 株式会社クラスターシステムズ 神戸支店 兵庫県明石市本町１－２－３３興生ビル７Ｆ 有効

4365 倉測建設コンサルタント株式会社 大阪支店 大阪府大阪市西区靱本町２－９－１１

3862 株式会社倉田総合鑑定 兵庫営業所 兵庫県神戸市垂水区下畑町字上口８８４－４ 有効

3638 有限会社クリーンアップ 兵庫県加古郡播磨町野添２丁目 ２－２４

4016 株式会社クリーンステージ 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番３０号

3070 株式会社クリシェ 兵庫県姫路市川西１７－３ 有効

3348 クリタ・ケミカル兵庫株式会社 兵庫県神戸市兵庫区御崎町１丁目 ２番１号

444 株式会社クリタス 西日本支社 大阪府高槻市芥川町１－７－２６カワノビル６Ｆ

4472 栗原工業株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区浪花町５９神戸朝日ビルディング１６階

508 株式会社クリハラント 神戸支社 兵庫県神戸市中央区栄町通４丁目 3番5号毎日新聞神戸ビル５階

3827 栗本建設工業株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区磯辺通２丁目２番１６号 有効

54 株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江１丁目１２番１９号 有効 有効

5128 クリモトパイプエンジニアリング株式会社 大阪府大阪市住之江区泉２丁目１番６４号 有効 有効

4437 厨サービス 兵庫県神戸市中央区加納町４－８－１７高井ビル

2087 株式会社クレアリア 兵庫営業所 兵庫県神戸市垂水区小束山６丁目１４番８号

5175 株式会社クレセント 大阪府枚方市東田宮一丁目１１番１－３０３号 有効

4046 黒川染工場 兵庫県明石市六番二十六号 有効

224 黒崎水道建設株式会社 兵庫県加古川市加古川町木村１１８－３

2197 株式会社黒田建築設計事務所 兵庫県神戸市兵庫区下沢通二丁目１－１７大和化成ビル 有効

4240 黒田測量設計株式会社 兵庫県丹波市柏原町挙田１０１番地 有効

4223 株式会社グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 有効 有効

501 株式会社グリーン開発 兵庫県加古川市平岡町新在家４３５

3346 株式会社グリーンクロス 姫路支社 兵庫県姫路市飾磨区山崎２１６番地 有効

4829 株式会社グリーンテクノ 兵庫県神戸市東灘区本山北町３－１１－１

4305 グリーンブルー株式会社 加古川営業所 兵庫県加古川市野口町良野１６０４サンチビル２０１号室 有効

4901 株式会社グリーンマネジメント 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬７１２－１

4288 株式会社グルメサービス 兵庫県加古川市野口町長砂７９９ 有効

4687 特定非営利活動法人グローバル教育推進機構 事務局
大阪府大阪市中央区久太郎町４丁目２番１５号星和ＣＩＴＹＢＬＤ御

堂８階階

3071 グローリー株式会社 姫路営業所 兵庫県姫路市下手野１－６－１５Ｄ１棟２Ｆ 有効

410 株式会社グロウ 兵庫県神戸市兵庫区下沢通８丁目 3-10

4190 株式会社グロップ 明石営業所 兵庫県明石市本町１－１－２８明石今橋ビル７Ｆ

292 株式会社ケーアイリビング 兵庫県加古郡播磨町南大中２丁目 １番９号

559 ＫＥＥ環境工事株式会社 兵庫県尼崎市西大物町１番２２号 有効

2108 株式会社ＫＡＫ 兵庫事務所 兵庫県神戸市中央区中山手通５丁目２番３号

3072 株式会社ケーエスケー 明石西支店 兵庫県明石市魚住町清水２１２７－３ 有効

4890 株式会社ケーオウエイ 北近畿営業所 兵庫県豊岡市山本１７３－１ 有効



4771 株式会社ＫＫＣ 兵庫支店 兵庫県神戸市東灘区住吉台５番１－４０４ 有効

3911 株式会社ケーケーシー情報システム 京都府京都市上京区千本通元誓願寺上る南辻町３６９番地の３ 有効

3980 株式会社ケー・シー・エス 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区浜辺通５－１－１４神戸商工貿易センタービル 有効 有効

3247 株式会社ＫＣＳソリューションズ 兵庫県神戸市中央区多聞通３丁目３番９号 有効

2157 株式会社ＫＣコンサルタント 兵庫県神戸市垂水区つつじが丘６丁目１０番地の２７ 有効

2286 株式会社ケーシック 神戸支店 兵庫県神戸市中央区北長狭通８－１－８－２０７

5028 株式会社ＫＧＳ 兵庫営業所 兵庫県小野市浄谷町１６２９番地 有効 有効

3248 有限会社ケートップ 兵庫県高砂市高砂町今津町 495番地

3582 株式会社ケアフードサービス 兵庫県神戸市西区春日台１丁目 １８番地の２

3724 株式会社ケイ・ヴィコーポレーション 兵庫県姫路市広畑区才 ７６８－４

748 ケイア－ル建設株式会社 兵庫県神戸市西区神出町南６１９番地

5245 株式会社ケイウッズ 本社 兵庫県姫路市岡田３５０番地１ 有効

5196 ＫＳＳ株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平１丁目７０番２号 有効

5206 ＫＳＳ株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平１丁目７０番２号 有効

3716 株式会社ケイエヌラボアナリシス
分析事業部加古

川事業所
兵庫県加古川市金沢町 ７番地

2266 ケイエムエンジニアリング株式会社 兵庫営業所 兵庫県神戸市灘区天城通５－３－１２

5259 株式会社ケイエルシステム
ケイエルシステ

ム
岡山県岡山市北区平田１１７番地の１２０ 有効

3466 ケイオプティ・サイバーポート株式会社 大阪府大阪市北区西天満５丁目 14番10号

2343 株式会社景観設計研究所 大阪府大阪市西区立売堀１丁目２番１４号

4506 株式会社ＫＥＩＳＩＮ 大阪府堺市堺区出島町３－８－２２

4357 株式会社ケイズ 大阪支社 大阪府大阪市中央区北浜１丁目９番９号北浜長尾ビル２階 有効 有効

5019 株式会社ケイズ
京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４７４番地日宝御池

ビル３階

2082 株式会社ケイ設計 兵庫県三木市志染町広野１－３８ 有効

3073 計測システム株式会社 兵庫県姫路市手柄三和４７番５号 有効

2018 有限会社慶測量 兵庫県明石市魚住町西岡１９９４番地の２

4485 株式会社ケイトー 大阪府高槻市城北町２丁目１１番１１号

552 京阪神建設株式会社 兵庫県西宮市宮前町 ８番４１号

645 京阪神道路サービス株式会社 兵庫県神戸市中央区東町１２３番地の１ 有効 有効

3074 株式会社警備ひゃく 兵庫県姫路市飾磨区下野田二丁目３１３番地１ 有効

3866 京福コンサルタント株式会社 京都支社 京都府舞鶴市字浜１１９９－１０

3776 有限会社ケイフティー 兵庫県神戸市東灘区向洋町中６－９ＫＦＭ５階

4881 株式会社慶緑 兵庫県明石市南王子町９番２０号 有効 有効

4877 株式会社Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス 大阪府大阪市北区中之島二丁目３番１８号

5065 株式会社建工１０１ 兵庫県神戸市須磨区前池町２丁目３－３ 有効

5187 建構堂 兵庫県神戸市東灘区御影３－２－１１－１ 有効

3585 株式会社健康日本総合研究所 兵庫県神戸市西区持子３丁目 １９－１

4307 株式会社賢神建設 兵庫県神戸市西区王塚台１丁目２４－２王塚第二ビル１０２号

211 株式会社ケンセイ 伊丹支店 兵庫県伊丹市下河原２－１１－１５ 有効 有効 有効

2289 株式会社建設企画コンサルタント 大阪府大阪市西区靭本町３丁目５番２５号

2168 株式会社建設技術研究所 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区磯上通７－１－３０ 有効 有効

4936 株式会社建設計画
兵庫県神戸市東灘区向洋町中６丁目９番地神戸ファッションマート１

０階
有効

697 株式会社建創 兵庫県西宮市池田町１２－２０

3865 株式会社建築研究所アーキゾーン 大阪市中央区南本町1丁目3番2号717

4835 有限会社建築設計工房真砂 兵庫県明石市大久保町大窪１１１６－５

4410 建和産業株式会社 兵庫県尼崎市久々知２－２５－８

5037 Ｇａｔｅテクノロジーズ株式会社 大阪市中央区本町三丁目２番８号牧村本町ビル

3430 株式会社現代けんこう出版 東京都墨田区両国一丁目１２番８号 有効

771 コーアツ工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市垂水区朝谷町２４－７ 有効

4417 株式会社コートテック 広島県尾道市高須町１０９５番地４２ 有効

746 コーナン建設株式会社 大阪府大阪市淀川区野中北２－１１－１５

5101 コーベフーズ株式会社
兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目１番３号神戸クリスタルタワー１

２階
有効

3311 コーベベビー株式会社 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町２－１９－２１ 有効

4476 株式会社コーポレーションナガヤマ 兵庫県加古郡稲美町六分一１３５４－３

4980 コーワ商事株式会社 大阪府大阪市浪速区日本橋西１－５－９

2097 株式会社コーワ測量設計
兵庫県神戸市兵庫区水木通１丁目４番１７号ダイアパレス神戸水木通

１０３号室

4383 株式会社コーワテック 兵庫県加古郡播磨町西野添５－１４－１４

4419 株式会社コアズ 姫路営業所 兵庫県姫路市南畝町１－３サンケンビル

4568 株式会社鯉森建築設計事務所 兵庫県南あわじ市山添１５６－５ 有効

4750 弘安建設株式会社 和歌山県和歌山市吉田５６３番地の１ 有効

4066 公益財団法人加古川総合保健センター 兵庫県加古川市加古川町篠原町１０３番地３号ウェルネージかこがわ 有効

4775 公益社団法人　兵庫県シルバー人材センター協会 神戸市中央区下山手通5丁目7番18号兵庫県下山手分室3Ｆ 有効

4282 株式会社公益創造センター 岡山県岡山市東区金岡西町８０１－１

5118 株式会社株式会社 公園マネジメント研究所 大阪府大阪市中央区谷町２丁目２番２２号 有効

688 虹技株式会社 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町４丁目 1

359 株式会社鋼建塗工 兵庫県姫路市玉手４－１２２



4241 株式会社上坂設計 大阪府大阪市北区太融寺町３－２４ 有効

3249 株式会社甲子園ユニフォーム 兵庫県西宮市甲子園町３０番１３号エヌビルド

439 光伸株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区磯辺通２丁目２－２５大和ピュアビル９０１号 有効 有効

35 晃進建設株式会社 兵庫県姫路市広畑区東新町３－２１ 有効

4028 光進電気工業株式会社 関西営業所 兵庫県神戸市中央区浜辺通４－１－２３三宮ベンチャービル６０３号

33 広成建設株式会社 大阪営業支店 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目４－１７

661 興生建設株式会社 兵庫県西宮市甲子園九番町１３－２５ 有効

4814 光青工業株式会社 神戸営業所 神戸市灘区城ノ内通３丁目２番１６号

3970 上月産業株式会社 兵庫県加古川市野口町坂元３３－１ 有効

498 株式会社弘電社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区多聞通３丁目 ２番９号甲南スカイビル

4212 株式会社興電社 兵庫県姫路市飾磨区中島１１９３－１ 有効

4111 財団法人高度映像情報センター 東京都千代田区三番町６番１４号

365 甲南電設工業株式会社 兵庫県神戸市兵庫区芦原通１－２－１２ 有効

608 株式会社鴻池組 神戸支店 兵庫県神戸市中央区海岸通４番地新明海ビル 有効

3338 鴻池メディカル株式会社 兵庫県明石市二見町西二見１９５７－１ 有効

4093 コウフ・フィールド株式会社 関西支店 大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号－１０３号 有効

4289 株式会社興文社 兵庫県神戸市西区小山３丁目１１－２２

5240 有限会社神戸うすながビーフ
神戸うすなが牧

場 土山店
兵庫県明石市魚住町清水２２４０－４ 有効

3429 株式会社神戸エーブイ・サービス 兵庫県神戸市西区福吉台１丁目４番地の２

2259 昭和株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区浜辺通４－１－２３ 有効 有効

3848 神戸企業株式会社 神戸市中央区浜辺通５番１号１４号

3991 神戸衡機株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町１－１０－１

331 神戸国際ステージサービス株式会社 兵庫県神戸市西区見津が丘１丁目１６番地の２ 有効 有効

3076 株式会社神戸サンソ 神戸市東灘区魚崎南町３－２－２ 有効

4765 財団法人神戸市水道サービス公社 兵庫県神戸市須磨区大池町５－６－３０ 有効

3407 株式会社神戸新聞事業社 東播磨支社 兵庫県加古川市加古川町北在家２３１１ 有効

5031 株式会社神戸新聞総合印刷 兵庫県神戸市中央区東川崎町１‐５‐７ 有効

3512 株式会社神戸新聞総合出版センター 兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目 5番7号

566 株式会社神戸製鋼所 兵庫県神戸市中央区脇浜町２丁目１０番２６号

3077 神戸綜合速記株式会社 兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目３番８号 有効

2176 神戸測量株式会社 本店 兵庫県神戸市須磨区高尾台２－２－２２

4753 神戸造園土木株式会社 兵庫県神戸市灘区弓木町３丁目３番１５－３０７号 有効

3857 株式会社神戸調査設計 兵庫県神戸市西区北別府２－５－３

3078 神戸調理機株式会社 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬７０２番地３ 有効

5249 神戸通信工業株式会社 兵庫県神戸市兵庫区水木通４－１－２５ 有効 有効

5075 神戸電機工業株式会社 本店 兵庫県神戸市中央区相生町５丁目１６番１０号 有効

625 神戸道路産業株式会社 兵庫県神戸市灘区八幡町４丁目９－１７－１０１ 有効

4575 神戸日野自動車株式会社 神戸市東灘区向洋町西５丁目１１番 有効

4457 株式会社交邦 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１９番地１６

5137 幸豊建設株式会社 兵庫県姫路市書写２６４８番地の１ 有効

4945 株式会社神防社 兵庫県神戸市中央区東雲通３－４－３ 有効 有効

371 孔明建設株式会社 兵庫県姫路市書写１２９１－３

3079 株式会社光明製作所 大阪府大阪市生野区生野東３丁目 10－18

2017 株式会社洸陽 加古川市野口町良野５４２番地の１

3811 株式会社興陽建設 兵庫県たつの市龍野町富永３丁目字西川原７３０－２０

5023 株式会社弘洋コンサルタンツ 神戸支店 兵庫県神戸市灘区灘北通７丁目４－１５清水コーポ１０３ 有効

3869 幸陽測量設計株式会社 兵庫県尼崎市七松町３－４－５

4843 株式会社洸陽電機 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町３丁目７番１４号

4297 兵庫県高齢者生活協同組合

高齢者生協ケア

ステーションカ

コガワ

兵庫県加古川市平岡町二俣八の一八の一

812 弘和建設株式会社 兵庫県加古川市上荘町見土呂１０７ 有効

695 興和コンクリート株式会社 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目 ８番２９号テラサキ第２ビル

2125 晃和調査設計株式会社 神戸事務所 兵庫県神戸市須磨区菊池町２丁目２番１２号 有効

769 株式会社幸和道路管理 兵庫県神戸市長田区海運町八丁目４番８号江本ビル 有効 有効

3080 興和防災株式会社 兵庫県加西市北条町古坂１丁目２４－６ 有効

4864 郡リース株式会社 大阪支店 大阪府大阪市西区江戸堀３－３－２

4865 郡リース株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区江戸町９５井門神戸ビル

2050 国際航業株式会社 兵庫支店 兵庫県尼崎市西長洲町１－１－１５ 有効 有効

4809 国際セーフティー株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区御幸通８－１－６神戸国際会館１７階 有効

3556 株式会社国際地学協会 大阪営業所 兵庫県尼崎市西難波町１丁目 10-4

3421 国際チャート株式会社 大阪オフィス 大阪府吹田市江坂町１丁目 ２３－１０１大同生命江坂ビル６階

2143 株式会社国土開発センター 姫路営業所 兵庫県姫路市三条町１丁目３１番地 有効

4803 株式会社国土技術コンサルタント 神戸事務所
兵庫県神戸市中央区本町通３－１７－８ＴＯＷＡ神戸元町ビル７０１

号

4369 国土工営コンサルタンツ株式会社 大阪府大阪市東淀川区東中島１－６－１４

2318 国土情報開発株式会社 東京都世田谷区池尻二丁目７番３号 有効 有効



370 国土防災技術株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区浜辺通２丁目１－３０三宮国際ビル 有効 有効

4739 株式会社國分建築事務所 大阪府大阪市西区西本町一丁目１３番４０号

3514 株式会社コクヨオフィスクリエーション 大阪府大阪市東成区大今里南６丁目 １番１号コクヨ南館２階

3563 コクヨマーケティング株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区加納町４－４－１７ニッセイ三宮ビル１２階

4589 株式会社コシン建設 兵庫県加古川市神野町西条４３０－１

2152 株式会社コスモ 丹波支店 兵庫県丹波市柏原町北中４４２番地５ 有効

3623 株式会社コスモ 兵庫県加古郡稲美町加古１２８－１ 有効

3404 株式会社コスモインターナショナル 兵庫県川西市鼓が滝１丁目 4番13号

806 コスモ工機株式会社 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西宮原２－７－３８新大阪西浦ビル３０５

447 コスモテック株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市灘区灘南通３－２－１

3555 株式会社コスモライフ
メディカルケア

事業部
兵庫県加古川市加古川町稲屋 126

3673 株式会社コスモリサーチ 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島４丁目 １２番１２号

4831 コスモロードシステム株式会社 兵庫県姫路市福居町１６ 有効 有効

3676 コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社
大阪支社神戸営

業所
兵庫県神戸市中央区中町通２丁目 １－１８

822 株式会社コトブキ 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区磯上通５－１－２４三光ビル５Ｆ 有効 有効

4469 コトブキシーティング株式会社 関西支店 大阪府大阪市北区天満橋１－８－３０ＯＡＰタワー１５Ｆ

4303 株式会社こども英会話のミネルヴァ 東京都新宿区西新宿６－１０－１

4513 子どもの本専門店ジオジオ 兵庫県加古川市野口町野口１１９－９

4906 小西技研工業株式会社 兵庫県姫路市豊富町神谷１２９番地３

2118 株式会社小西建築設計事務所 兵庫県小野市上本町１３５－１０小西ビル 有効

4319 株式会社小西工務店 兵庫県赤穂市加里屋４１－６

5064 株式会社小西工務店 兵庫県姫路市北八代１丁目１２番１５号 有効

4659 株式会社小西商店 兵庫県三木市岩宮字丁田２０７番地の２ 有効

2361 株式会社小西設計 大阪府大阪市西区立売堀１丁目１２番１６号

4393 小西造園株式会社 兵庫県神戸市福吉台２－２５－４

4928 コネクト 兵庫県加古川市別府町新野辺北町２－８８ 有効

3081 小林クリエイト株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区栄町通１丁目１番２４号 有効

4384 有限会社小林商店 兵庫県姫路市夢前町護持１３６４－７６３

4382 株式会社コフジ建設 兵庫県加古川市志方町原２６３－２ 有効

2338 株式会社コベック 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通６丁目４番１１号須磨浦ビラ－２階

95 株式会社コベルコＥ＆Ｍ 兵庫県神戸市灘区岩屋北町４－５－２２ 有効

3105 株式会社コベルコＥ＆Ｍ 兵庫県神戸市灘区岩屋北町４－５－２２ 有効

3082 株式会社コベルコ科研
営業本部 大阪支

店
大阪市北区梅田３－３－１０梅田ダイビル１６Ｆ

4601 コベルコビジネスサポート株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜町２丁目１１－１４神鋼ビルネオエスト１階

4770 株式会社コボリ 兵庫県神戸市須磨区関守町３－７－３４ 有効 有効

3083 コマツカスタマーサポ―ト株式会社
近畿四国カンパ

ニー 姫路支店
兵庫県姫路市花田町一本松定池１２２ 有効

4721 小松設備設計有限会社 兵庫県加古川市別府町新野辺北町８－５ 有効 有効

424 コマツハウス株式会社 大阪支店 大阪府豊中市服部寿町５丁目１３３番地

3084 小山株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市西区北別府４丁目１番地１ 有効

5158 ＫＯＲＵ株式会社 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 有効

4388 有限会社コレクト 兵庫県加古川市志方町上冨木５６８－３ 有効

2091 株式会社コンサルタント関西 兵庫県姫路市広畑区吾妻町一丁目３５番地の３ 有効

4832 株式会社コンシェルジュ 兵庫県姫路市安田４‐３５ 有効

4218 コンストラクションインベストメントマネジャーズ株式会社 大阪府大阪市中央区内本町二丁目４番７号大阪Ｕ２ビル８階 有効

4258 株式会社コンピュータシステムエンジニアリング 関西支店 大阪府大阪市西区新町１丁目１３番３号四ツ橋ＫＦビル５階

340 有限会社紺鋪道 本店 兵庫県加古川市東神吉町神吉５４７－７

5049 株式会社合田工務店 大阪支店 大阪府大阪市北区東天満二丁目９番４号千代田ビル東館７階 有効

4943 合同会社Ｒｏｏｆ 兵庫県明石市小久保１２０ー５５サバービアシティ２１Ｂー１２０３

3607 合同産業株式会社 兵庫県姫路市西庄 字クボリ甲１２８番地

2177 株式会社五星 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区磯辺通２－２－３ 有効 有効

3085 株式会社ゴトウ・アズ・プランニング 兵庫県姫路市豊富町御蔭５００－９３ 有効

4608 ゴトウコンクリート株式会社 愛知県豊川市西豊町２丁目１８８番地

345 五洋建設株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区浜辺通４丁目１番１１号 有効

4041 サーヴィ播磨 兵庫県加古郡播磨町古田１－２－１７

3395 株式会社サーベイリサーチセンター 大阪事務所 大阪市北区天満橋１丁目８番３０号ＯＡＰタワー１１階 有効

3251 サイエンスマイクロ株式会社 本社 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃３２５６－１ 有効

4891 有限会社サイシン広告 埼玉県秩父市下影森４０５７番地１１ 有効

3004 西条堂 兵庫県加古郡播磨町東本荘１丁目１４－１０ 有効

4482 株式会社彩塗 兵庫県神戸市西区池上３丁目５－４－１Ｆ

301 齊藤設備工業株式会社 兵庫県加古川市八幡町宗佐６６－１ 有効

799 株式会社斉藤鐵工所 兵庫支店 兵庫県たつの市揖西町南山３丁目４３番１ 有効

4670 西都速記株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目６番１３号新大阪御幸ビル 有効

4637 株式会社サイネックス 大阪府大阪市天王寺区上本町５丁目３番１５号 有効

3167 株式会社サイプレス・ソリューションズ 兵庫県姫路市東延末四丁目６０番地

5239 佐伯蒟蒻有限会社 本社 兵庫県加古郡播磨町宮北１丁目５－１０ 有効

2334 佐伯不動産鑑定事務所 兵庫県加古郡播磨町東野添２丁目８番２９号 有効

4032 佐伯モータース 加古郡播磨町野添186-5



4468 酒井工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区深江北町４－１０－１４ウエマスビル２－Ｂ 有効

4403 株式会社酒井電気建設 兵庫県丹波市氷上町石生１７６３－８

543 株式会社栄設備 兵庫県加古川市平岡町中野６７７－１ 有効

3369 有限会社榊工機 兵庫県加古川市加古川町稲屋 104-15

4049 阪本株式会社 兵庫県神戸市兵庫区東出町３丁目１４－８

288 崎塩興業株式会社 兵庫県姫路市花田町高木分町９０－８

379 株式会社サクシード三晶建設 兵庫県姫路市飾磨区細江６５３ 有効

94 桜井設備工業株式会社 兵庫県加古川市神野町石守４１７－６ 有効

3086 株式会社さくらケーシーエス 兵庫県神戸市中央区播磨町２１番１ 有効

298 株式会社さくら建設 本店 兵庫県明石市大久保町八木７３９番地の１０

4882 株式会社佐藤印刷所 神戸市兵庫区大開通５丁目１番３号

4326 株式会社佐藤建設 兵庫県加古郡稲美町中村１３９３－５９

361 佐藤工業 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９番地 有効

2134 株式会社佐藤総合計画 関西事務所 大阪府大阪市中央区北久宝寺町２丁目 ２番１３号

585 株式会社佐藤渡辺 兵庫営業所 兵庫県三田市藍本字野内２３１８－７

4366 株式会社佐貫測量 兵庫県神戸市中央区元町通６丁目６番１５号

3694 サラヤ株式会社
近畿支店 神戸営

業所
兵庫県神戸市兵庫区芦原通２－１－２ 有効

4461 株式会社澤田組 兵庫県高砂市高砂町木曽町２－１５ 有効

3344 サン株式会社 兵庫県姫路市安田１丁目６番地 有効

4533 株式会社サン・エス 奈良県奈良市法華寺町１２７３

3560 株式会社サン・ライティング 兵庫県神戸市中央区多聞通３－３－１６甲南第一ビル１１０１号室

4075 株式会社サンア－ル・広畑 兵庫県姫路市飾磨区英賀宮台５１番地

4982 三愛物産株式会社 関西支店 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目１１番１０号第３中島ビル９階 有効

3310 株式会社サンアメニテイ 大阪支社 大阪市中央区南新町２丁目３番７号塚本ビル 有効

5052 株式会社サンアメニティ大阪 大阪府大阪市中央区南新町２－３－７ 有効

4794 株式会社サンウエスト 兵庫県加古郡播磨町北本荘７－４－１３ 有効

4850 有限会社三栄テックス 兵庫県姫路市城見台２丁目１１１１番地３７３ 有効

4768 山王株式会社 熊本県熊本市東区戸島西５－５－５７ 有効

4905 株式会社三旺シーリング 兵庫県姫路市飾磨区今在家６丁目１５６番地２ 有効

4979 有限会社三海建設 兵庫県加古川市野口町坂井１２３ 有効

740 株式会社三喜 兵庫県加古郡播磨町野添城２－１－２６ 有効

650 三機工業株式会社 関西支社 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目４番３０号 有効

5002 山九株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区海岸通２丁目２番３号東和ビル

3481 有限会社サンキュウ警備 兵庫県加古郡播磨町北本荘３丁目 5番13号

554 三協建設株式会社 兵庫県姫路市飯田 ３丁目１１７番地

452 三協工業株式会社 大阪支社 大阪府大阪市中央区南船場２－５－８長堀コミュニティビル 有効

3808 三協工材株式会社 大阪府大阪市西区靭本町２丁目５番１５号 有効

4668 株式会社三共スチール 兵庫県姫路市飾磨区１７６９

3342 三協電業株式会社 兵庫県明石市大道町２丁目１０番２２号 有効

4956 三共防疫社 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬１６１１－８

2083 株式会社産業工学研究所 兵庫支店 兵庫県姫路市北条永良町２５１番地 有効

4633 株式会社サンクス・レント 大阪府枚方市禁野本町一丁目１６番１号北村ビル２０３

1008 株式会社サンケン・エンジニアリング 大阪支店 大阪府吹田市芳野町２番８号

2205 一級建築士事務所三建設計 兵庫県加古川市加古川町中津５３７－３

529 三建設備工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区中町通２－３－２三共神戸ツインビル

2026 サンコーコンサルタント株式会社 兵庫営業所 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町６１番地ＫＭ８８ビル 有効

594 株式会社三晃空調 神戸支店 兵庫県神戸市中央区三宮町１－５－１

4529 三光クリーン株式会社 兵庫県加古川市上荘町都台１丁目１２番地の５ 有効

2154 株式会社三弘建築事務所 兵庫県西宮市本町４番１６号 有効

110 三広工業株式会社 大阪府八尾市太田新町６－２６ 有効

5059 三晃工業株式会社 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目１５番２６号 有効 有効

4983 三幸工産株式会社 兵庫県加古川市加古川町南備後８２－２５ 有効

4682 三幸地建株式会社 兵庫県加古川市尾上町口里４９５－７３ 有効

807 三幸道路株式会社 兵庫県加古川市加古川町稲屋２１２－７ 有効

2250 株式会社サンコム 兵庫県たつの市揖西町小神１６２－６ 有効

2063 株式会社三座建築事務所 大阪府大阪市西区江戸堀１－２２－３８三洋ビル 有効

89 三神工業株式会社 兵庫県神戸市中央区磯辺通２－１－１１ 有効

3627 サンシンホールディングス株式会社 兵庫県神戸市中央区東町１２３番地の１ 有効 有効

2033 株式会社三水コンサルタント 神戸事務所 兵庫県神戸市須磨区川上町３－１－１２ 有効 有効

2035 サンスイコンサルタント株式会社 姫路支店 兵庫県姫路市白銀町５０番地日本生命姫路ビル 有効

44 株式会社三精エンジニアリング 大阪府大阪市北区池田町１番４３号三精ビル

45 三精工事サービス株式会社 大阪府大阪市北区池田町１番４３号三精ビル 有効 有効

2012 株式会社サン測量設計 兵庫県姫路市南八代町１４番２６号 有効

4479 株式会社サンタク 兵庫県加古川市加古川町大野１２１６－１ 有効

3668 サンテクノサービス株式会社 大阪府大阪市北区南森町２丁目４－３２ 有効

4154 株式会社サンテック 大阪支社 大阪府大阪市北区中津１－７－８ 有効

4584 株式会社サンテック 兵庫営業所 兵庫県神戸市中央区磯辺通１丁目１番１８号５０７号

482 株式会社サンデン 兵庫県加古川市野口町野口１２９番地の９４ 有効 有効

303 山電サービス株式会社 兵庫県明石市大蔵八幡町６番４７号 有効

3455 株式会社山電情報センター 兵庫県神戸市長田区御屋敷通３丁目１番１号

5032 山王スペース＆レンタル株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目２番３号 有効



4522 株式会社サンプラスサービス 東京都豊島区池袋２丁目７１－３

4343 三宝電機株式会社 西日本支店 大阪府大阪市北区大淀中１丁目５番１号 有効

19 三友工業株式会社 兵庫支店 兵庫県加古川市野口町北野 430-4

5057 三友工業株式会社 兵庫県尼崎市西長洲町１丁目１番４５号

4487 株式会社サンヨーセキュリティシステム 兵庫県姫路市飾磨区細江４６４－６

4458 株式会社サンヨーテック 兵庫県姫路市安田４丁目５２番地１５

2236 株式会社サンヨーナイスコーポレーション 神戸営業所 神戸市中央区御幸通6丁目1番20号

5000 山陽アメニティサービス株式会社 兵庫県姫路市城見町１３番地 有効 有効

3089 山陽映画株式会社 兵庫県加古川市加古川町粟津５２０－７

60 山陽建材工事株式会社 兵庫県神戸市灘区篠原本町４－５－２２ 有効

278 山陽建設株式会社 兵庫県姫路市広畑区高浜町１丁目１２０番地の３ 有効

385 山陽建設工業株式会社 兵庫県たつの市誉田町片吹 ７３の２

3016 三陽写真工業株式会社 兵庫県加古郡播磨町野添 1240-3

2321 三洋テクノマリン株式会社 大阪支社 大阪府吹田市江の木町２０－１２ 有効

196 三洋電機株式会社

国内マーケティ

ング本部 公共法

人部 西日本施工

管理課

大阪府守口市日吉町２－５－１５

3702 山陽電気鉄道株式会社 自動車営業本部 兵庫県神戸市垂水区清水が丘２丁目 １０番２２号

3703 山陽バス株式会社 兵庫県神戸市垂水区清水が丘２丁目１０番２２号 有効

3960 山陽プラスチック株式会社 加古川市加古川町北在家２３６０番地

525 山陽ロード工業株式会社 岡山県津山市下高倉西１２０３―１

3092 株式会社サンリーク 大阪市淀川区宮原１丁目１９番２３号 有効

3093 株式会社三冷社 高砂営業所 兵庫県高砂市荒井町新浜２－５ 有効

573 株式会社三冷社 神戸支店 兵庫県神戸市灘区高徳町５－５－１

337 三和建設株式会社 兵庫県姫路市平野町４３番地

3842 サンワコムシスエンジニアリング株式会社 関西支社 大阪市西区北掘江２丁目５番２４号

2005 株式会社サンワコン 姫路出張所 兵庫県姫路市安田４丁目７１番地 有効

4006 三和シヤッター工業株式会社 東播営業所 兵庫県三木市大村１１２２ 有効

2270 株式会社三和綜合コンサル 姫路支店 兵庫県姫路市若菜町２丁目２５番地 有効

4636 三和厨房株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘１－３－２１ 有効

3881 三和電子株式会社 東京都千代田区猿楽町2-1-6

699 株式会社三和ライン 兵庫県加古川市平岡町高畑３３６－１ 有効 有効

3964 株式会社 ザープロ 兵庫県加古郡播磨町古宮６４７

3847 有限会社シーエー興業 姫路市飾東町富国６１番の８

4623 株式会社シーエープラント 京都府京都市下京区西洞院通四条下る妙伝寺町７１４番地

3097 株式会社シーエスアイソリューションズ 西日本支社 大阪市中央区北浜１－８－１６大阪証券取引所ビル１９階

4613 シーズンライフ株式会社 兵庫県小野市古川町６４２－１ 有効

5180 株式会社ＣＴＩウイング 兵庫事務所 兵庫県神戸市中央区磯上通７丁目１－３０ 有効 有効

4152 株式会社シーテック 兵庫県姫路市飾磨区清水３－８０ 有効

5060 有限会社シーテック 兵庫県姫路市広畑区正門通１－７ 有効 有効

2344 株式会社シードコンサルタント 神戸支店 兵庫県神戸市兵庫区大開通２－３－２２ 有効

4918 株式会社ＣＰＣ 大阪府大阪市西区阿波座二丁目１番１号 有効

4889 株式会社シールズ 兵庫県高砂市高砂町木曽町２－１５ 有効

5066 塩谷運輸建設株式会社 兵庫県高砂市梅井５丁目４番１号

568 塩谷建設株式会社 兵庫県高砂市梅井３丁目２３番地１号 有効

126 株式会社塩浜工業 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西宮原２－７－３８新大阪西浦ビル２階

4364 塩見測量設計株式会社 京都府福知山市字内記６５番地の１５

4776 株式会社塩屋基礎 兵庫県神戸市垂水区青山台４－７－２１

3099 志方建設株式会社 兵庫県加古川市志方町上冨木５６８－３ 有効

4497 株式会社滋賀測量設計事務所 滋賀県甲賀市甲賀町相模４９０番地１

4810 株式会社しき島ガスワン 兵庫県加古川市別府町港町１－２

3521 株式会社シグマスタッフ 神戸支店 兵庫県神戸市中央区小野柄通７丁目 1-1日本生命三宮駅前ビル８Ｆ

4105 株式会社重光 兵庫県姫路市保城字河原１１５１

4572 株式会社資産評価研究所 兵庫県西宮市産所町１４番１１号多田産業ビル４階

3609 株式会社システム・エージ 兵庫県伊丹市西台３丁目 １番５号

3473 株式会社システム・クリーン 神戸市西区伊川谷町潤和１３７－１ 有効

2015 有限会社システム測量 兵庫県加古川市尾上町旭２丁目３番地 有効

4764 株式会社システムディ 京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町６０３番地 有効

3100 株式会社システムリサーチ 姫路支社 兵庫県姫路市北条梅原町２７１新ヤスナビル ４Ｆ 有効

4714 株式会社自然回復 兵庫県神戸市長田区西代通１丁目１番５号マルキュウビル５０４号 有効

3300 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 近畿支店 大阪府大阪市西区南堀江１丁目１２番１９号四ツ橋スタービル９階 有効

3497 シダックスフードサービス株式会社 東京都調布市調布ケ丘３丁目 ６番地３

4432 株式会社シティスタッフ 奈良県奈良市佐保台２丁目９０２－３７７

4304 株式会社シティトラスト 本店 兵庫県明石市本町一丁目一の二十四大日明石本町ビル三階

4635 しなのや電機株式会社 兵庫県明石市大久保町大窪２４７番地 有効

4965 株式会社芝本商店 兵庫県加古川市加古川町備後３３５番地 有効 有効

4050 株式会社柴屋 兵庫県加古郡播磨町本荘２－５－３

69 株式会社嶋谷 兵庫県高砂市美保里 ８－３

2187 株式会社シマダ技術コンサルタント 大阪本社 大阪府大阪市淀川区西三国１丁目 １番１０号



161 株式会社島田組 兵庫県神戸市灘区八幡町４丁目８番４号 有効

4688 株式会社島田組 神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町３－４－３

788 島津システムソリューションズ株式会社 大阪支店 大阪市北区芝田１－１－４阪急ターミナルビル

3252 株式会社島津製作所 神戸支店 兵庫県神戸市中央区江戸町９３番栄光ビル９階 有効 有効

3762 株式会社島津テクノリサーチ 営業本部 京都府京都市中京区西ノ京三条坊町 ２番地の１３

2230 嶋本一級建築士事務所 兵庫県明石市西新町２丁目１３番４号嶋本一級建築士事務所 有効

3102 株式会社シマヤ 兵庫県姫路市飾磨区思案橋６０番地 有効

440 株式会社清水組 兵庫県加西市北条町横尾 624－1

256 清水建設株式会社株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区磯上通４－１－１３神戸磯上ビル 有効

197 株式会社清水合金製作所 大阪営業所 大阪府大阪市北区末広町３番２１号扇町センタービル

5274 協同組合しもつコープファーム 和歌山県海南市下津町方１９７－１ 有効

5033 株式会社四門 京都支店
京都府京都市下京区富小路通五条下ル本塩竈町５５８－８昭栄ビル５

Ｆ

3361 シャープファイナンス株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市須磨区弥栄台３丁目 15-2

4676 シャープマーケティングジャパン株式会社 大阪府八尾市北亀井町３丁目１番７２号 有効

4060 株式会社社会保険出版社 東京都千代田区猿楽町一丁目五番十八号千代田ビル

4954 社会保険労務士・行政書士佐川事務所 加古郡播磨町西野添２－８－２７

2101 写測エンジニアリング株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区磯辺通４丁目２番８号 有効 有効

2049 株式会社修成建設コンサルタント 兵庫事務所 兵庫県神戸市中央区東町１１６番地２オールドブライト３０１号 有効

3976 株式会社春光堂 兵庫県加古川市加古川町寺家町１１－２

50 ショーボンド建設株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１４－４ 有効

691 正栄建設株式会社 兵庫県加古川市尾上町安田３３１―１ 有効

4993 社会保険労務士法人 庄司茂事務所 兵庫県神戸市中央区中山手通５－１－１神戸山手大木ビル６Ｆ 有効

343 有限会社ショウセイ建設 本店 兵庫県加古郡播磨町古田３－４－１６ 有効

3494 株式会社詳文館 兵庫県加古川市加古川町河原２１１番地の１ 有効

4053 昌平株式会社 兵庫県尼崎市道意町６丁目４９番地 有効

3253 株式会社消防装備 兵庫県姫路市四郷町東阿保１３８８－１ 有効

143 松陽建設株式会社 兵庫県高砂市中筋１丁目６番１７号 有効

803 株式会社昭和エンジニアリング 兵庫県明石市大蔵谷 字東山488

3095 昭和駆除株式会社 姫路市東辻井４－９－２ 有効

692 株式会社昭和建設工業 兵庫県加古郡播磨町宮西１丁目 11番2号

2241 有限会社昭和興産 明石市魚住町金ケ崎１２７０番地

383 昭和コンクリート工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区御幸通４－２－２０ 有効

4140 昭和住宅株式会社 兵庫県加古川市平岡町新在家１１７

2166 株式会社昭和設計 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区磯辺通１－１－２０ 有効

4571 株式会社昭和設計コンサルタント 神戸営業所 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町２－２－１１ 有効

403 株式会社昭和造園土木 兵庫本店 兵庫県宝塚市中筋４－４－８ 有効

4447 昭和リース株式会社 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南１－１０

115 昭和瀝青工業株式会社 姫路営業所 兵庫県揖保郡太子町原３０番１

4043 職人の店いかりや 兵庫県加古郡播磨町野添４２８－８

4600 株式会社しらさぎ鑑定所 兵庫県姫路市白銀町５３番地

3705 シラサギ警備保障株式会社 兵庫県加古郡播磨町東本荘１丁目 １４番１０号

5020 一般社団法人 しらさぎ公共嘱託登記土地家屋調査士協会 兵庫県姫路市飾磨区阿成２４番地３

3552 白鷺保育社 兵庫県姫路市花田町加納原田 491

4547 白瀬浚渫興業株式会社 兵庫県宝塚市安倉中６－８－２３ 有効

5004 シルバーテック測量 兵庫県尼崎市大庄中通２－６４

5111 株式会社城山 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 有効 有効

810 城山開発株式会社 兵庫県加古川市志方町野尻８０８－１ 有効 有効

4804 株式会社白山基礎 兵庫県高砂市高砂町木曽町４－３３

419 城山造園土木有限会社 兵庫県加古川市志方町廣尾１２２７番地 有効

5008 株式会社城山ビジネス 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地の１

595 株式会社城山ホールディングス 兵庫県姫路市飾東町豊国２８９番地１ 有効

3017 株式会社真榮 兵庫県加古郡播磨町二子６０４－７ 有効

4689 シンエイ株式会社 兵庫県姫路市北条１０３３番地の１

2253 伸栄開発株式会社 姫路支店 兵庫県姫路市北条１０３３番地の１伸栄ビル 有効

3255 株式会社新栄ビルサービス 兵庫県姫路市北条宮の町２１９

2206 株式会社信栄補償設計 兵庫支社 兵庫県姫路市三条町１丁目３１番地 有効

4952 新エネルギー開発株式会社 兵庫県伊丹市中央五丁目５番１０号

2010 株式会社新大阪エンジニアリング 神戸事務所 兵庫県神戸市灘区水道筋５－１－１５－７０１ 有効

4245 株式会社新大阪設計事務所 大阪府大阪市住吉区４－２－６メゾン長居 有効

4987 株式会社新岡本組 兵庫県赤穂郡上郡町上郡９８７番地１

3707 新関西衣料サービス株式会社 兵庫県加古郡稲美町六分一１３５２－１ 有効

413 株式会社新神野建設 兵庫県加古川市神野町西条４１６－３ 有効

4427 株式会社シンキ 加古川工場 兵庫県加古川市平岡町土山７５３－１５ 有効 有効

4697 神姫観光株式会社 西神支店 兵庫県神戸市西区竹の台１－４０７－２ 有効

4733 神姫警備保障株式会社 兵庫県姫路市中地南町３４番地 有効

4562 株式会社神姫システム 兵庫県加古川市加古川町備後１０２番地の４ 有効

3722 神姫トラストホープ株式会社 兵庫県姫路市花田町一本松字牛塚１－１ 有効

665 神姫道路施設株式会社 兵庫県姫路市飾磨区構５－５９

3256 神姫バス株式会社 兵庫県姫路市西駅前町１番地 有効

4591 株式会社伸共建設 兵庫県姫路市木場１３８１－１

4707 株式会社しんきん情報サービス 東京都港区港南１丁目８－２７



4266 株式会社シンク 福岡県田川市大字伊加利字狐取１８２４番地２２

1016 シンク・エンジニアリング株式会社 関西支店 京都府京丹後市久美浜町１０９４－４ 有効

2099 新建築設計事業協同組合 大阪府大阪市中央区内平野町１－１－６－８０５ 有効

3257 シンコースポーツ株式会社 兵庫支店 兵庫県神戸市中央区御幸通四丁目２番２０号 有効

4873 シンコースポーツ兵庫株式会社 兵庫県神戸市中央区御幸通四丁目２番２０号 有効

43 株式会社神鋼環境ソリューション 兵庫県神戸市中央区脇浜町１丁目４番７８号 有効 有効

1026 神鋼環境メンテナンス株式会社 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号 有効 有効

4463 神工建設株式会社 兵庫県神戸市中央区磯辺通２丁目１－１フレイランス磯辺２階 有効

423 神鋼総合サービス株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 １番８１号

5185 株式会社新光測量設計 姫路支店 兵庫県姫路市飾磨区構５丁目４３番地２５丁目４３番地２ 有効

5053 新興電機工業株式会社 兵庫県明石市西新町３丁目１１番１２号 有効

652 神港農園芸株式会社 兵庫県神戸市兵庫区大同町３丁目１番１号

3358 神鋼不動産株式会社 加古川支店 兵庫県加古川市別府町新野辺１５２５－２

3357 神鋼不動産ビルマネジメントサービス株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜町２－８－２０神鋼不動産ウエストビル２階

3104 新興?栓株式会社 大阪府大阪市西区新町３―１３―４ 有効

3952 株式会社心斎橋西川 大阪府大阪市中央区心斎橋筋２丁目８番８号

4243 株式会社新洲 兵庫営業所 兵庫県高砂市曽根町２８３４番地の５ 有効

4675 新星造園土木株式会社 兵庫県神戸市北区八多町深谷字西谷３６５－３

125 新生テクノス株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市灘区城内通５丁目 1-1

397 新盛土木株式会社 兵庫県加西市北条町黒駒１２１

3798 神大建設株式会社 神戸市北区有野町有野字奥沢８番

2144 株式会社新地域計画コンサルタント 兵庫県姫路市東延末３丁目 ３－１

3437 神鉄バス株式会社 星和台営業所 兵庫県神戸市北区星和台４丁目１５の２

4313 神東建設株式会社 兵庫県神戸市灘区灘南通３丁目１番１３号

200 株式会社進藤組 兵庫県たつの市新宮町新宮１０４１－２ 有効

4838 株式会社新土木開発コンサルタント 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９番地 有効

4967 有限会社新成田総合社 千葉県成田市御所の内１８番地４

2071 新日本設計株式会社 兵庫県姫路市神屋町四丁目２２番地 有効

3258 新日本法規出版株式会社 愛知県名古屋市中区栄１－２３－２０ 有効

4400 新日本管検工業有限会社 兵庫県伊丹市南本町７－１－１－６０６ 有効 有効

48 新日本建鐵株式会社 兵庫県神戸市西区宮下１丁目６－３

4148 新日本工業株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目２番８号ＹＳ新大阪ビル６０１号 有効

2333 株式会社新日本測図 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南１丁目１番１０号

3259 株式会社シンノウ 兵庫県明石市二見町西二見１６２２番地の１

4512 シンノウ紙源株式会社 兵庫県明石市魚住町西岡２１０９番地の４

662 シンフォニアテクノロジー株式会社 大阪支社 大阪府大阪市北区曽根崎２－１２－７ 有効

534 株式会社神盟 兵庫県神戸市垂水区南多聞台３丁目６番２７号 有効

5133 株式会社伸明建設 兵庫県西脇市野村町８７４ 有効

2310 株式会社シンメイ建設技研 兵庫県宍粟市山崎町三津１８１ 有効

265 株式会社神名工務店 姫路支店 兵庫県姫路市東延末４－８０ 有効

4157 新明和アクアテクサービス株式会社 関西センター 兵庫県芦屋市打出町７－１８ 有効 有効

5226 新明和ウエステック株式会社 兵庫県宝塚市新明和町１番１号 有効

171 新明和工業株式会社

産機システム事

業部 環境システ

ム本部 営業部

東京都台東区東上野５－１６－５新明和上野ビル 有効 有効

4566 新陽建設株式会社 兵庫県姫路市広畑区小松町１－４５ 有効

549 新菱冷熱工業株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区明石町４８番地神戸ダイヤモンドビル 有効

3394 シンレキ工業株式会社 関西事業所 奈良県奈良市針ヶ別所町１４７－１ 有効

5266 進路工業株式会社 兵庫県神崎郡市川町屋形１０３７ 有効

2037 株式会社シンワ 兵庫県神戸市西区長畑町３番地の５

5170 有限会社シンワ・コーポレーション 本店 兵庫県三木市別所町東這田７７番地 有効

294 株式会社神和商事 兵庫県三木市別所町東這田７７番地 有効

2056 神和測量設計株式会社 兵庫県神戸市須磨区衣掛町４丁目１番２５号　　平野ビル301

3605 株式会社新和測器 兵庫県加古川市加古川町北在家７９０－４

3107 進和テック株式会社 大阪支社 大阪府大阪市北区中之島３－６－３２ダイビル本館

2103 株式会社ＧＩＳ関西 神戸営業所 兵庫県神戸市灘区日尾町２－３－１７－７０６

4015 株式会社ＧＥ 大阪府堺市西区築港新町一丁５番３８

4488 株式会社ＧＳユアサ 関西支社 大阪府大阪市北区堂島二丁目２番２号近鉄堂島ビル 有効 有効

4187 株式会社ジーエス・ユアサフィールディングス 関西支店 大阪府大阪市北区天満１－６－１１ 有効 有効

5085 株式会社ＧＰＭＯ 関西事務所 兵庫県姫路市手柄１丁目１０６－２－２０６号 有効 有効

5092 ジーブレイン株式会社 京都府京都市上京区千本通元誓願寺上る南辻町３６９番地の３ 有効

3333 株式会社Ｇ－Ｐｌａｃｅ 大阪支店
大阪府大阪市淀川区宮原四丁目１番１４号住友生命新大阪北ビル１３

階
有効

2309 株式会社ジーユー計画研究所
兵庫県神戸市東灘区深江北町四丁目８番１９号２０１深江スタッチィ

オ

4013 株式会社ジェイ・エス・エイ 大阪府堺市中区深阪２丁９番１１号

4018 有限会社ジェイ・ティー・アール 東京都北区浮間４－１７－４

4548 ＪＲＣシステムサービス株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜１－４－２８

2229 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目４番２０号 有効 有効



3461 株式会社ジェイアール西日本総合ビルサービス 大阪府大阪市北区梅田３丁目 2番14号

3435 株式会社ＪＲ西日本メンテック 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目４番４４号 有効

4887 株式会社ＪＡエネルギー兵庫
かこがわＬＰガ

ス販売所
兵庫県加古川市西神吉町宮前７９６－１ 有効

3131 株式会社ジェイエスキューブ 第六営業本部 大阪府大阪市西区西本町２－３－１０西本町インテスビル１４階 有効

517 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原一丁目１番１号

209 ＪＦＥ工建株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区深江南町２丁目 13-28

457 ＪＦＥ電制株式会社 兵庫県神戸市中央区浜辺通５丁目 １番１４号

3558 ジェイエムシー株式会社 大阪支店 大阪府大阪市福島区福島７－２０－１ＫＭ西梅田ビル１４Ｆ 有効

156 ジェイオー建設株式会社 兵庫県加東市社 417番地

3490 有限会社ジェイ企画データ 兵庫県加古川市平岡町一色東２－２２Ａｒｋ一色 Ａ－１

4056 株式会社ＪＳＯＬ 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 有効

5236 ジェイフィルム株式会社 東京都千代田区東神田２ー５ー１５ 有効

4795 株式会社ＪＶＣケンウッド

業務用システム

事業統括部 西日

本営業部 関西シ

ステム支店

大阪府大阪市淀川区田川２－４－２８

4499 株式会社ジェイプス 兵庫事務所 兵庫県赤穂市新田１１９８

3736 株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号新国際ビル 有効

2120 株式会社ジェットデベロップメント 神戸市東灘区御影中町６‐４‐２１

4359 株式会社ＧＥＯソリューションズ 兵庫県西宮市和上町１番３１号 有効 有効

4244 ジオテクニカル株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市須磨区車字下大道１２２６－９ 有効 有効

2325 株式会社ジオテクノ関西 兵庫県西宮市池田町１２－２０ 有効 有効

4473 ジオテクノス株式会社 東京都墨田区押上１－１－２

4725 株式会社ジオナ 兵庫県西宮市能登町５番４号ジオナビル

5095 株式会社時事通信社 東京都中央区銀座５丁目１５番８号 有効

121 ジホーキ株式会社 兵庫県姫路市大津区天神町１－４７－１１

3108 株式会社ジャクエツ 福井県敦賀市若葉町２－１７７０

4264 株式会社ジャクエツ 神戸店 兵庫県神戸市垂水区海岸通り９－６４ 有効

4423 株式会社ジャノメ 加古川支店 兵庫県加古川市加古川町寺家町６５２ 有効

2032 株式会社ジャパックス 姫路支店 兵庫県姫路市飾西６０地番２ 有効 有効

3422 株式会社ジャパン・リリーフ 神戸支店 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９番地三井生命神戸三宮ビル

3529 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 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 有効

3543 株式会社ジャパンウォーター 本社 東京都千代田区九段北４－３－２４

4914 ジャパンエレベーターサービス関西株式会社
大阪府大阪市中央区伏見町４－２－１４ＷＡＫＩＴＡ藤村御堂筋ビル

４階
有効

3423 ジャパンシステム株式会社 東京都渋谷区代々木一丁目２２番１号

4519 ジャパンレントオール株式会社 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋４６７－１ 有効

3549 株式会社ジャルク 大阪府大阪市中央区南本町２－４－７ほていビル ６Ｆ

243 十字屋土木株式会社 兵庫県神戸市西区神出町宝勢２２６０番地

5105 株式会社ジョイフルまるやま

フォトスタジオ

プリンセス加古

川

兵庫県加古川市平岡町高畑字菖蒲４－１ 有効

2051 株式会社上智 あわじ支店 兵庫県南あわじ市市福永４５０－８ 有効 有効

4397 株式会社城南工建 京都府城陽市中芦原２７番地の１ 有効

4372 株式会社ジンテック 本店 兵庫県神戸市北区藤原台中町４－１３－５ 有効 有効

4430 株式会社仁屋ジャパン 兵庫県神戸市長田区南駒栄町１－７０

4708 株式会社水機テクノス 大阪営業所 大阪府吹田市江坂町一丁目２３番５号 有効 有効

3541 フラワーショップ翠幸園 兵庫県加古郡播磨町宮北１丁目１３－２１

638 株式会社スイタ情報システム 大阪本社 大阪府大阪市北区大淀中二丁目１番１号 有効

3678 株式会社スイタ情報システム 姫路営業所 兵庫県姫路市北条口二丁目７番地 有効

5104 水中エンジニアリング株式会社 大阪府豊中市東寺内町１７－７緑地東ロイヤルマンション４０１ 有効

571 株式会社水登社 兵庫県加古郡播磨町東新島 14

599 水道機工株式会社 大阪支店 大阪府吹田市江坂町１丁目２３番２６号 有効

3613 水道テクノサービス有限会社 広島県広島市西区高須４丁目 １１番７－２０８号

4632 株式会社水明堂 兵庫県姫路市北平野南の町１５番４６号 有効

4281 末松電気設備管理事務所 兵庫県加古郡播磨町古田３丁目１６－１２ 有効

402 須賀工業株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区中町通２－３－２三共神戸ツインビル３Ｆ 有効

2181 株式会社杉原設計事務所 大阪事務所 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目８番１４号犬飼ビル

7 杉本電気工事株式会社 兵庫県神戸市兵庫区永沢町２－１－４ 有効

5067 スケール株式会社 兵庫県朝来市和田山町秋葉台４－４１

4696 株式会社スコラ・コンサルト 東京都品川区東五反田五丁目１０番２５号

5007 スズキ建設工業株式会社 兵庫県明石市魚住町長坂寺３８５－５ 有効 有効

3420 株式会社スズキ自販兵庫 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬１５６７番地の１

4909 株式会社スズキ販売新兵庫 兵庫県姫路市青山２丁目３番１号

5109 株式会社スズキ販売西兵庫 兵庫県揖保郡太子町東保３４１ 有効

3041 株式会社スズケン 加古川支店 兵庫県加古川市西神吉町岸１３０番１号 有効

4756 株式会社スタートライフ 大阪府大阪市西区西本町一丁目２番１４号



4639 株式会社スタジオ三十三 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地 有効

4217 有限会社スタヂオ・カタリスト 兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町一丁目５番１３号

3443 株式会社スナミ 神戸市中央区加納町２丁目６番２６号 有効

4731 スピンドル建材サービス株式会社 兵庫県尼崎市潮江４丁目２番３０号

2080 株式会社スペースクリエーション 大阪府大阪市北区南扇町７－１７ＭＦ梅田ビル８Ｆ

2263 株式会社スペースビジョン研究所 大阪府大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 有効 有効

3565 特定非営利活動法人スポーツクラブ２１はりま 兵庫県加古郡播磨町本荘７０番地の１

591 スポーツサーフェス株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市西区立売堀１丁目１１番１７号 有効

450 株式会社スポーツテクノ和広 神戸営業所 神戸市東灘区魚崎中町３－４－１４ 有効

4530 株式会社スマートバリュー

クラウドイノ

ベーションＤｉ

ｖｉｓｉｏｎ

大阪府大阪市中央区道修町３丁目６番１号京阪神御堂筋ビル１４階 有効

4087 株式会社すま建築と福祉の研究所 兵庫県神戸市須磨区月見山町１丁目３番１１号 有効

2288 住鉱テクノリサーチ株式会社 関西営業所 兵庫県加古郡播磨町宮西３４６－４

3289 住信・パナソニックフィナンシャルサービス株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番18号

818 住田建設株式会社 兵庫県西宮市西宮浜２丁目 ３０番

4310 住徳建設株式会社 兵庫県姫路市飾磨区構１－１１５－１

3810 住友重機械エンバイロメント株式会社
上下水プラント

統括部大阪支店
大阪府大阪市北区中之島二丁目３番３３号

3005 住友精化株式会社 別府工場 兵庫県加古郡播磨町宮西３４６－１

31 住友電設株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区京町７０番地 有効

4917 株式会社住元建設 兵庫県明石市二見町東二見２８９番地 有効

4886 株式会社住若 兵庫県加古川市別府町新野辺２９７３

2203 株式会社スリーエスコンサルタンツ 神戸営業所
兵庫県神戸市中央区中山手通１－２２－２３藤正ファインクラフト２

０３
有効

5025 株式会社スリーライク 東海支店 静岡県静岡市駿河区寿町１６－２９ 有効

4101 セールカンパニー 兵庫県姫路市大津区天神町２丁目４１

3012 セイカテクノサービス株式会社 兵庫県加古郡播磨町宮西３４６－１ 有効

4160 清起株式会社 本社 兵庫県加古川市神野町福留５４４

1036 世紀開発株式会社 兵庫県姫路市東延末４－８０ 有効

790 世紀東急工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市西区北別府４丁目２０９６番地３

4981 株式会社精研 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目９番１ 有効

3649 株式会社清光社 兵庫県加古川市西神吉町宮前７１１－２ 有効

4511 株式会社セイショウ 大阪府大阪市東淀川区豊里２丁目２３番番１０号

96 誠心興業株式会社 兵庫県加古川市志方町広尾 ２６４

3454 誠水エンタープライズ有限会社 兵庫県加古川市東神吉町升田１１８

3700 西濃運輸株式会社 神明支店 兵庫県神戸市西区神出町広谷 字中通５５５－１７

2030 株式会社西播設計 兵庫県たつの市龍野町日山２２９番地の１ 有効 有効

5107 株式会社西播テント工業 兵庫県たつの市揖保町揖保中６５番地の３ 有効

3499 西武運輸株式会社 神戸東営業所 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町 25

565 正武産業株式会社 兵庫県加古郡播磨町古田３－６－２ 有効

569 西部電気建設株式会社 兵庫県神戸市灘区都通４丁目１番１号 有効

2272 セイヨウプランオフィス有限会社 兵庫県加古川市加古川町北在家２００６永田ビル

4166 株式会社青菱コミュニティ 大阪営業所 大阪府大阪市中央区瓦町３－１－１５旭洋ビル５階 有効

663 西菱電機株式会社 大阪支社 大阪府大阪市北区堂島浜２丁目２番８号東洋紡ビル４階 有効 有効

760 清和建設株式会社 兵庫県姫路市南今宿５番１６号

2081 正和設計株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区花隈町３３－１５ 有効

3763 世界産業株式会社 大阪府泉佐野市南中樫井４７３番地の１ 有効

213 積水アクアシステム株式会社 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番３０号

3111 セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 有効 有効

2068 株式会社摂丹開発コンサルタント 兵庫県伊丹市千僧５丁目 ９１番地２－２０１号

2227 株式会社瀬戸本淳建築研究室 兵庫県神戸市中央区海岸通２丁目２番３号

3349 セノー株式会社 東京都品川区南品川２丁目 ２－１３

4605 セブン開発株式会社 兵庫県たつの市揖西町小犬丸２１６７－１

3519 株式会社セプレ２４ 兵庫県神戸市中央区下山手通２丁目１３番３号建創ビル５階 有効

3856 株式会社セリオス 神戸支店 兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目２番１１号 有効

4421 株式会社セルティ 東京都千代田区飯田橋四丁目４番８号

3112 株式会社セレスポ 神戸営業所 神戸市中央区播磨町４９番地神戸旧居留地平和ビル９階 有効

4948 株式会社選挙設備関西 大阪府茨木市南春日丘７丁目２番９号 有効

4216 株式会社センク２１ 東京都中央区日本橋富沢町１０番１８号ユニゾ東日本橋ビル

319 千都興産株式会社 兵庫県高砂市米田町米田 150－1

2357 セントラルコンサルタント株式会社 兵庫営業所 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町３丁目３番２０号杉屋第二ビル 有効

3569 株式会社セントラルツァーズ 兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目 11番1-Ａ-1号

421 株式会社錢高組 神戸支店 兵庫県神戸市中央区北長狭通４－９－２６西北神ビル内 有効

649 ゼニヤ海洋サービス株式会社 大阪営業所 大阪府池田市豊島南２丁目１７６－１

381 銭屋電機株式会社 兵庫県西脇市西脇１０３３ 有効

4120 株式会社ゼネラル 兵庫県姫路市伊伝居７７

3533 ゼンケン株式会社 大阪府大阪市本町４丁目１番７号第２有楽ビル７階

2306 有限会社ゼン建築設計 本店 兵庫県神戸市中央区元町通６－１－４ 有効



3425 株式会社ゼンリン 関西支社
大阪府大阪市淀川区西宮原１－８－１０ＶｉａｎｏｄｅＳＨＩＮ－Ｏ

ＳＡＫＡ６Ｆ
有効

4347 株式会社ゼンリン 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区御幸通４丁目２－２０三宮中央ビル１Ｆ 有効

4260 株式会社ソーエイ 兵庫県明石市樽屋町６－６

2362 株式会社ソイルコンサルタンツ 神戸事務所 兵庫県神戸市灘区楠丘町３－１１－１７－１０１

4722 株式会社ソイルリサイクル工業 大阪府守口市文園町５番１９号 有効

4249 株式会社綜企画設計 神戸支店 兵庫県神戸市中央区江戸町１０４番 有効

92 総業開発株式会社 兵庫県加古川市平岡町新在家 460

4693 株式会社総建 兵庫県神戸市兵庫区東出町３－１０－１２

5083 株式会社創建社ディーアンドアール設計 神戸支社 兵庫県神戸市中央区江戸町９８－１東町・江戸町ビル５－２号 有効

2345 株式会社総合環境計画 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区磯辺通１丁目１番１８号 有効 有効

4226 株式会社綜合技術コンサルタント 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区下山手通５－１－１興栄ビル

2124 株式会社総合計画機構 大阪府大阪市中央区谷町２丁目２番２２号 有効 有効

84 綜合警備保障株式会社 姫路支社 兵庫県姫路市東延末２４５番地６ＡＬＳＯＫ姫路ビル 有効 有効

80 総合スポーツ施設株式会社 大阪府大阪市中央区道修町４丁目 5番17号

2311 総合調査設計株式会社 川西営業所 兵庫県川西市緑台３－３－４５ 有効

643 総合塗装株式会社 兵庫県姫路市飾磨区今在家５－111

2041 株式会社相互設計事務所 兵庫県三木市大村１１１４番地 有効 有効

3793 有限会社創進設備設計 兵庫県明石市松の内２－３－１２

4455 株式会社双星設計 大阪市北区豊崎２丁目７番５号 有効

483 株式会社創美 兵庫県加古川市加古川町大野 １４３３番地

2031 株式会社創和 大阪府大阪市淀川区宮原５－４－１８－１００３

5134 株式会社創和 本店 兵庫県加古川市新神野３丁目１９番１４号 有効

4995 双和化学産業株式会社 兵庫県神戸市兵庫区芦原通１－２－２６

4351 株式会社相和技術研究所 大阪事務所 大阪市西区南堀江４丁目３番２７－１０８号 有効

323 宗和建設株式会社 兵庫県姫路市花田町上原田３３番地の４

3821 株式会社ソクチ 兵庫県美方郡香美町香住区香住１４１８－１

178 株式会社ソネック 兵庫県高砂市曽根町２２５７－１ 有効

5116 園田建設株式会社 兵庫県姫路市岡田３５０ー１ジヴェルニー岡田 有効

5017 株式会社ｓｏｒａ建築デザイン事務所 兵庫県神戸市中央区楠町６丁目１０－１２むらさきビル４０１ 有効

4701 ソリマチ株式会社 新潟県長岡市表町１丁目４番地２４ 有効

4793 株式会社ソレイユ 兵庫営業所 兵庫県伊丹市桜ヶ丘２－１－１０

3727 株式会社ターン 兵庫県姫路市花田町一本松字川原田１７２－３

131 体育施設建設株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目１８番３１号

636 株式会社タイキ 神戸営業所 兵庫県神戸市灘区弓木町３－３－１５－３０６ 有効 有効

266 株式会社大氣社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区御幸通３丁目１－１４三宮ビル

4309 太昭電設株式会社 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通１－３－２０

768 大成温調株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区相生町４－２－２８ 有効

4004 大成機工株式会社 大阪府大阪市北区梅田１－１－３－２７００大阪駅前３ビル 有効 有効

374 大成建設株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区下山手通３－１２－１

225 大成工材株式会社 兵庫県加古川市東神吉町神吉１０８７－１ 有効

574 株式会社大成スポーツ施設 兵庫県神戸市東灘区本山町田辺２５２番地の２ 有効

1003 株式会社大成電機工業所 兵庫県尼崎市東初島町２番地の２４

785 大成ロテック株式会社 神戸事業所 神戸市東灘区深江南町４－１２－８

86 太平工業株式会社 大阪支店 大阪府大阪市福島区福島7丁目15-26

3115 太平ビルサービス株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区江戸町８５‐１ 有効 有効

728 株式会社大洋 兵庫県姫路市山吹２丁目１１番１２号 有効 有効

2106 太洋エンジニアリング株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区御幸通４－２－２０ 有効

5061 株式会社大洋エンジニアリング 兵庫県神戸市西区上新地１－１－６ 有効 有効

3874 株式会社太陽測量 兵庫県丹波市山南町奥２４２

3775 株式会社田岡化学分析センター 大阪市淀川区西三国四丁目２番１１号 有効

4391 有限会社宕華園 兵庫県加古郡稲美町印南１５０７－１

4592 タカオ株式会社 広島県福山市御幸町中津原１７８７番地の１ 有効

366 タカサゴ道路 兵庫県高砂市米田町島２６７番地の８

79 高砂熱学工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区御幸通七丁目一番十五号三宮ビル南館

480 株式会社高階 兵庫県三木市末広１－５－３５ 有効

4859 高柴商事株式会社 兵庫県養父市薮崎１０５１ 有効

5227 株式会社高浄 大阪府高槻市須賀町４７番１９号 有効

3846 株式会社高田造園土木 兵庫県加古川市加古川町大野１０９７－１ 有効

4086 株式会社高橋上田設計事務所 大阪府大阪市西区新町１－４－２１

267 株式会社高橋組 兵庫県加古川市平荘町磐２５‐３

5087 有限会社高椅タイプ 兵庫県加古川市野口町古大内４５１－４ 有効

4141 髙橋電気株式会社 兵庫県加古川市加古川町大野９８９－３ 有効

493 有限会社高橋道路 兵庫県加古川市加古川町河原 336-4

3453 株式会社高松商会 兵庫県加古川市別府町新野辺 1485-132

5238 有限会社高松清太夫老舗 兵庫県加古川市加古川町北在家３１７番地 有効

4138 株式会社高見組 京都府福知山市字天田３１番地の１

272 タカミ建設株式会社 兵庫県高砂市米田町米田 894－3

5076 高見設備株式会社 兵庫県姫路市花田町加納原田７３２番地１０ 有効

642 鷹峰株式会社 兵庫県丹波市柏原町母坪 329－1

3796 タカヤマ土木道路株式会社 兵庫県尼崎市道意町５丁目３０番３０

4748 株式会社瀧井 兵庫県明石市二見町西二見１５７－１２８



3336 多木化学株式会社 兵庫県加古川市別府町緑町 ２番地

4451 株式会社拓進工業 兵庫営業所 兵庫県加古郡播磨町二子２２９カルカソンヌ 有効

2326 株式会社たくと 兵庫県淡路市志筑新島 １０番地の８

257 有限会社タクト建設 兵庫県加古川市神野町石守 ７２０番地の９

3839 株式会社タクトシステム 本店 奈良県大和郡山市城町１８１２－２０

207 株式会社タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号

813 株式会社田口建設 兵庫県加古川市平荘町新中山３４

3117 株式会社竹内商店 兵庫県西脇市西脇１６３－１ 有効

1020 株式会社武貞興業 兵庫県明石市大久保町大窪８９９番地の１ 有効

4353 株式会社竹田測量設計 大阪支店 大阪府大阪市淀川区東三国４－１１－４新大阪明成ビル４Ｆ

3553 竹田テント装備株式会社 兵庫県姫路市本町 205

3006 武田電気商会 兵庫県加古郡播磨町北本荘２－６－１３ 有効

558 有限会社タケダ防水技研 兵庫県明石市魚住町長坂寺４４１－１２ 有効

3548 武智電気設備管理事務所 兵庫県加古郡播磨町西野添５－２２－３２ 有効

2240 株式会社武仲 東播支店 兵庫県加古郡稲美町岡２５５０－１ 有効

723 株式会社竹中工務店 神戸支店 兵庫県神戸市中央区磯上通７－１－８ 有効

2111 有限会社竹中設計事務所 兵庫県明石市西新町３丁目７番１９号 有効

590 株式会社竹中土木 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区浜辺通２－１－１７三宮国際ビル別館 有効

4389 株式会社タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田二丁１９１番地１ 有効 有効

4961 株式会社但馬産業 兵庫県朝来市山東町溝黒１４－１

4225 多田設計事務所 兵庫県淡路市大谷２５３－１ 有効

4975 株式会社橘電機 兵庫県明石市大久保町西島７５０番地の２ 有効

3260 株式会社タツタ環境分析センター 兵庫営業所 兵庫県三田市すずかけ台１－９－１１

5251 株式会社龍野開地 兵庫県姫路市飾磨区構５丁目４３番地２ 有効

296 建部工業株式会社 兵庫県加古川市別府町新野辺新堀通１２７４－１ 有効

37 株式会社建部電気工事 兵庫県加古川市別府町新野辺北町２－８６－２ 有効

5119 建物管理株式会社 兵庫県姫路市鍵町１２番地 有効

4653 有限会社立脇商店 神戸市兵庫区本町２丁目３番１０号

4596 株式会社タナカ関西ディスプレイ 大阪府東大阪市川田３－３－２７

3118 有限会社田中画材 兵庫県加古川市加古川町友沢 416-3

1001 株式会社田中建設 兵庫県加古川市加古川町溝之口５－７－１０５ 有効

773 田中工業株式会社 兵庫県神戸市中央区筒井町３－１０－１９ 有効 有効

67 田中鑿井工業株式会社 大阪府大阪市北区万歳町４番１２号

4959 田中電気株式会社 西日本支店 大阪府大阪市中央区久太郎町１丁目９番５号ＳＤ堺筋本町ビル７Ｆ 有効

4651 株式会社田中久之商店 兵庫県高砂市伊保港町１丁目９番１９号

4386 棚田建材株式会社 兵庫県神戸市灘区友田町３－２－１ 有効

3898 株式会社谷尾 神戸営業所 兵庫県神戸市兵庫区水木通６－３－４

239 谷河建設株式会社 本店 兵庫県小野市敷地町１６４３番地の７

21 谷口塗装工業株式会社 兵庫県神戸市兵庫区荒田町１丁目 12番7号

3427 タニコー株式会社 姫路営業所 兵庫県姫路市東延末５－２０ 有効

5262 タニコー株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区御影本町２－４－５ 有効

5282 タニコー株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区御影本町２－４－５

2301 株式会社谷澤総合鑑定所 神戸支社 兵庫県神戸市中央区磯上通７－１－８三宮プラザ ＷＥＳＴ 有効

582 株式会社谷商会 兵庫県加古川市東神吉町神吉４４８－１ 有効

3119 株式会社たにや 兵庫県加古川市別府町新野辺 1269

2022 株式会社玉垣建築設計事務所 兵庫県たつの市神岡町奥村４５－３ 有効

666 玉田建設株式会社 兵庫県加古郡稲美町国安１３１－３

442 株式会社田村組 兵庫県小野市高田町１７５６ 有効

712 田村建設株式会社 兵庫県神戸市中央区海岸通１－２－９ 有効

4265 株式会社田村コピー 姫路支店 兵庫県姫路市佃町７３番地 有効

346 株式会社丹青社 関西支店 大阪府大阪市北区大深町３番１号 有効 有効 有効

607 但南建設株式会社 兵庫県朝来市山東町滝田１４８－１ 有効

3120 株式会社たんぽぽ 兵庫県神戸市須磨区弥栄台４丁目１番４ 有効

3914 株式会社ＤＡＩ 姫路営業所 兵庫県姫路市飾磨区今在家１０６５－１０安栄ビル２０１

628 第一安全工業株式会社 兵庫県姫路市市之郷１２６９番地の１ 有効 有効

817 第一化学工業株式会社 兵庫県姫路市北平野六丁目１番２号 有効

4727 第一環境株式会社 関西支店 大阪府大阪市淀川区西中島６－８－８ 有効

2204 第一建設設計株式会社 神戸事務所 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町７－１１－１１ 有効

538 第一工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区播磨町 49番地

5200 第一興産 兵庫県姫路市東夢前台１－３－１２７ 有効

576 株式会社ダイイチコンストラクション 兵庫県伊丹市安堂寺町６丁目 ３９６番地

4895 第一設計監理株式会社 兵庫営業所 兵庫県神戸市中央区山本通1-3-2-201 有効

4610 株式会社第一総合エンジニア 広島県広島市安佐南区川内ニ丁目３番５３－７号

2011 株式会社第一測量 兵庫県たつの市龍野町日山２４７番地３ 有効

355 株式会社第一テクノ 兵庫営業所 兵庫県姫路市阿保甲８４３番地 有効 有効

3121 第一電子株式会社 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬３０１番地 有効 有効

283 株式会社第一土木 兵庫支店 兵庫県篠山市細工所字下カイチ１９番地の３

2146 第一復建株式会社 兵庫事務所 兵庫県神戸市東灘区御影３丁目２番１１－６７号 有効

3122 第一法規株式会社 東京都港区南青山二丁目１１番１７号 有効

685 株式会社ダイエーメンテ 兵庫県尼崎市浜田町５丁目６番地１２ 有効

3123 大栄環境株式会社 兵庫県神戸市東灘区向洋町東２丁目２－４ 有効 有効

4916 大栄環境株式会社 兵庫県神戸市東灘区向洋町東２丁目２－４



660 大栄建設株式会社 兵庫県姫路市飾磨区英賀清水町2－20

816 株式会社ダイキアクシス 関西営業本部 兵庫県西宮市南甲子園１－１－８

5174 株式会社ダイキアクシス 兵庫営業所 兵庫県宝塚市安倉西４－２－４３ 有効

226 株式会社大起建設 兵庫県加古郡稲美町蛸草４０９－１

551 大喜建設株式会社 兵庫県西宮市柳本町１－２３ 有効

4337 大喜建設株式会社 兵庫県姫路市書写１０４９

3650 大協製作株式会社 兵庫県姫路市太市中 ７６４－５

5091 ダイキン工業株式会社
西日本サービス

部
大阪府大阪市北区錦町４番８２号 有効

4413 ダイクウ株式会社 大阪府大阪市中央区釣鐘町１丁目３番４号ダイクウビル 有効

1019 大工園設備工業株式会社 兵庫県神戸市中央区磯辺通１丁目１番１８号 有効 有効

3125 株式会社大健 兵庫県姫路市南駅前町 64番地

2067 株式会社大建技術コンサルタンツ 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区北長狭通５－２－１９コフィオ神戸元町３１０ 有効

2239 株式会社大建設計 大阪事務所 大阪府大阪市西区京町堀１－１３－２０ 有効

2307 大建測量設計株式会社 兵庫営業所 兵庫県神戸市東灘区御影本町１－１２－２０山一ビル２０３

4615 Ｄａｉｋｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷字福吉西１５９９－３ 有効

4772 株式会社大興エンジニアリング 神戸支店 兵庫県神戸市西区上新地一丁目７番地の５ 有効

546 有限会社大晃建設 兵庫県姫路市北条 宮の町６７４番地３

3812 株式会社大幸建設 兵庫県明石市魚住町住吉１－３－１５ 有効

254 大幸道路管理株式会社 兵庫県神戸市兵庫区島上町２丁目２－２２－２Ｆ 有効 有効

4301 株式会社ダイコク 大阪府交野市星田北５－１２－３５

5217 株式会社ダイサン 兵庫県加古川市加古川町木村１２０－１ 有効

150 大昌建設株式会社 兵庫県明石市魚住町西岡１３３６－１

4318 大昭建設株式会社 本店 兵庫県三木市大塚１－１－２６ 有効

4280 株式会社ダイシン 兵庫県川西市久代１丁目１０番５５号

2254 大伸開発株式会社 兵庫県姫路市北条１０３３番地の１ 有効

4490 ダイシン設計株式会社 大阪府大阪市住之江区中加賀屋３－１０－１３

3339 大新東株式会社 兵庫営業所 兵庫県神戸市中央区磯上通４丁目１－１３神戸磯上ビル４階 有効

521 大末建設株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区元町通３－１７－５福井ビル

4585 株式会社ダイセキ 関西事業所 兵庫県明石市二見町南二見２１番地６ 有効

2028 株式会社大設 兵庫県姫路市広畑区蒲田４丁目１４０番地 有効

4180 株式会社大測システック 大阪府大阪市中央区安土町１－７－１３トヤマビル本館６階 有効

4778 大拓電気株式会社 兵庫県姫路市青山北３丁目２５０番地の１ 有効

792 ダイダン株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区小野柄通７－１－１日本生命三宮駅前ビル７階 有効

530 大鉄工業株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区中町通２丁目１番１８号 有効

74 株式会社大電 神戸支店 兵庫県神戸市灘区岩屋中町１丁目２番９号エビスビル４階 有効

458 ダイトウ電気工事株式会社 兵庫県神戸市兵庫区西出町２丁目 ３番２０号

20 株式会社大同電機製作所 兵庫県尼崎市東本町三丁目１番地 有効

5212 Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社 西日本支社 兵庫県尼崎市猪名寺三丁目２番１０号 有効

4597 大日コンサルタント株式会社 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区浜辺通４丁目１番２３号 有効

567 ダイニチ・コンストラクション株式会社 兵庫県神戸市西区玉津町今津１６９－１

4908 大日通信工業株式会社 兵庫県尼崎市金楽寺町１丁目２番６５号 有効

2228 大日本コンサルタント株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区東町１２３－１ 有効

174 大日本土木株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町５丁目７番４号サンシャイン三宮 有効

489 大豊建設株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目１番１９号 有効

614 大明道路管理株式会社 神戸市東灘区深江北町２丁目１２－１３

3128 株式会社ダイモン 神戸営業所 兵庫県神戸市西区森友４丁目７３

2053 株式会社ダイヤコンサルタント 神戸支店 兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目２番５号 有効

4741 株式会社ダイヤテック 兵庫県神戸市西区上新地一丁目７番地の５ 有効

4751 有限会社大輪 兵庫県加古川市野口町北野５５０－５ 有効

801 ダイワエンジニアリング株式会社 島根県益田市中島町イ１９－２

3018 ダイワエンジニアリング株式会社
播磨分析セン

ター
兵庫県加古郡播磨町古宮８７７ 有効

598 大和工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市兵庫区大開通１丁目 1番1号神鉄ﾋﾞﾙ

5094 株式会社大和生研 兵庫県姫路市古二階町６３ 有効

4536 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション
ソリューション

第一事業本部
東京都江東区永代一丁目１４番５号

4151 大和通信工業株式会社 淡路営業所 兵庫県南あわじ市潮美台１－６－１４

4283 大和ハウス工業株式会社 神戸支社 兵庫県神戸市中央区磯辺通４－２－２２ 有効 有効

4361 大和不動産鑑定株式会社 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区播磨町４９ 有効 有効

3732 ダイワラクダ工業株式会社 大阪本店 大阪市西区阿波座一丁目５番１６号

561 大和リース株式会社 姫路支店 兵庫県姫路市豊沢町１３５番地姫路大同生命ビル１０階 有効 有効 有効

4802 有限会社ダック 兵庫県姫路市南車崎２丁目７番２６号

4781 株式会社ＤＡＣＳ 大阪府大阪市中央区瓦町一丁目４番８号瓦町恒和ビル 有効

3769 株式会社ダブリュファイブ・スタッフサービス 愛知県名古屋市中村区名駅５丁目 ４－１４花車ビル北館

3534 株式会社ダンロップタイヤリテール近畿
タイヤセレクト

加古川
兵庫県加古川市平岡町一色西１丁目 117-1

5225 株式会社地域科学研究所 京都事務所 京都府京都市下京区中堂寺粟田町９１京都リサーチパーク９号館 有効

4246 株式会社地域環境システム研究所 大阪府大阪市北区豊崎三丁目１０番２号 有効 有効

4502 有限会社地域計画 兵庫県神戸市中央区元町通６丁目５－８松尾ビル



2014 株式会社地域計画建築研究所 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋３丁目１番７号日本生命今橋ビル 有効 有効

5152 株式会社地域社会研究所 地域社会研究所 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 有効

4690 地域分析研究所 兵庫県伊丹市中央４－４－８－３０２

5003 チェリー加古川販売株式会社 兵庫県加古川市尾上町安田３３５番地の１ 有効

3819 株式会社地球号 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区中山手通７－３７－１０ 有効

3720 地中エンジニアリング株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目 ２０番１２号

4024 株式会社チヂキ 大阪店 大阪府大阪市中央区谷町三丁目１番１１号

2243 中央開発株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区江戸町９８番地の１ 有効

2335 株式会社中央開発コンサルタント 兵庫県丹波市 氷上町市辺２０５番地の８

4840 株式会社中央技術コンサルタンツ 兵庫営業所 兵庫県神戸市中央区野崎通７－３－１４ 有効

2329 株式会社中央クリエイト 姫路営業所 兵庫県姫路市御立中８－７－２０ 有効

2235 中央コンサルタンツ株式会社 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区浪花町５９ 有効

5103 中央コンピューターサービス株式会社 札幌支社 北海道札幌市北区北７条西１丁目１番２号ＳＥ札幌ビル１０階 有効

5005 有限会社中央調理機 兵庫県西脇市西脇１０４７番地の６ 有効

4115 中央電工株式会社 兵庫県姫路市飾東町庄６１番地３ 有効

449 中央電設株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区磯上通４丁目３番１０号 有効

2042 中央復建コンサルタンツ株式会社 神戸支社 兵庫県神戸市中央区御幸通６丁目１番１０号オリックス神戸三宮ビル 有効 有効

81 株式会社中央ポンプ製作所 大阪府守口市八雲中町３丁目１３番７１号 有効 有効

2217 中外テクノス株式会社
関西技術セン

ター
兵庫県神戸市西区井吹台東町７－３－７ 有効 有効

3880 株式会社中建コンサルタント 大阪府吹田市江坂町２丁目１番１１号

4298 株式会社中国パラテックス 岡山県岡山市南区新保１１１６－７ 有効

232 株式会社中電工 大阪本部 大阪市北区南森町２丁目２番９号

5051 中部新泉産業株式会社 愛知県名古屋市北区会所町１９番地の１０

5177 株式会社中和 本店 奈良県葛城市大畑２０番地１ 有効

2285 株式会社長大 神戸支店 兵庫県神戸市中央区小野柄通５－１－２７第百生命神戸三宮ビル 有効

5027 株式会社長大テック 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区小野柄通５丁目１番２７号 有効

597 千代田工業株式会社 大阪営業所 大阪府堺市堺区新在家町東１－１－２８セントラルフォート堺ビル 有効

3708 千代田工業株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市北区天神橋２丁目北１番２１号 有効

4237 株式会社千代田コンサルタント 神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区御影３丁目２番１１－４７号 有効

326 千代田塗装工業株式会社 兵庫県姫路市飾磨区英賀西町１丁目２９番地

2247 地理情報サービス株式会社 大阪支店 大阪府大阪市城東区古市３丁目 １番２－６０７号

3814 株式会社ツカサテック 大阪府大阪市北区大淀南１－９－１６山彦ビル ６Ｆ

4669 株式会社塚本電気設備 兵庫県姫路市御国野町御着７２１番地の６ 有効

3653 月島テクノメンテサービス株式会社 大阪支社 大阪府大阪市中央区道修町２丁目 ６番６号

468 株式会社対馬造園店 兵庫県神戸市中央区熊内町１－４－９ 有効

4505 株式会社辻井建築設計事務所 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目４の２の５１７

734 辻建設株式会社 兵庫県明石市相生町２丁目２番１２号 有効

4755 有限会社辻商 兵庫県加古郡播磨町北野添３丁目６番５３号

490 ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区相生町４－２－２８神戸駅前千代田ビル ６階 有効

4238 株式会社土屋総合設計 本社 大阪府泉佐野市湊４－５－２２

3414 都築テクノサービス株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市灘区友田町３丁目６番１５号 有効 有効

194 都築電気株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区海岸通４番地新明海ビル

3261 椿野化工株式会社 兵庫県姫路市北今宿２－４－４１姫路ビジネスビル２階 有効

5203 株式会社ツバサ建業 大阪府大阪市西淀川区出来島３丁目１番１８号 有効

4464 株式会社坪田工務店 兵庫県姫路市北今宿１－５－３ 有効

3654 坪田産業株式会社 兵庫県姫路市亀井町１０８ 有効

2090 株式会社坪田設計 兵庫県姫路市市之郷町２丁目２７番地１

16 壺山建設株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区元町通５丁目 2番3号

4129 株式会社鶴見製作所 大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目１６－４０

4955 有限会社Ｔ・Ｒ・Ｃ総合サービス 兵庫県加古川市尾上町池田６３５－２５

4121 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 兵庫県尼崎市浜田町１丁目４８番地 有効 有効

5211 株式会社ＴＣＥ 本店 兵庫県伊丹市北伊丹七丁目９０番地２ 有効

542 ＴＣ神鋼不動産建設株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜町２丁目８番２０号 有効

5220 ＴＣ神鋼不動産サービス株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜町二丁目８番２０号 有効

4352 株式会社ティーネットジャパン 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区北長狭通５丁目１番２号太陽ビル

393 株式会社ＴＭＣ 兵庫県明石市大久保町松陰１１２７－３２ 有効 有効

4500 株式会社テイケイエンジニアリング 関西支店 大阪府大阪市浪速区元町１－１１－８２階 有効

4108 株式会社ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地 有効

4563 株式会社ティピーシー 兵庫県姫路市飾磨区構４丁目１８０ 有効

494 テクアノーツ株式会社 埼玉県川口市芝下１－１－３ 有効

3317 テクノ化成株式会社 兵庫県神戸市中央区港島２丁目１－１ 有効

657 テクノ建設株式会社 兵庫県神戸市東灘区御影塚町４丁目 １４番１７号

2300 テクノス株式会社 兵庫支店 兵庫県朝来市和田山町駅北６－８ヴァンヴェール１ １０２号室

4564 株式会社テクノスジャパン 関西支店
大阪府大阪市北区梅田１－１４－４－１１００駅前第４ビル１１－１

０
有効

5009 株式会社テクノス電子企画 滋賀営業所 滋賀県長浜市八幡東町２６６－１ 有効

3387 株式会社テクノツリー 兵庫県明石市魚住町清水５３４番地の７

467 株式会社テクノ菱和 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区小野柄通３－２－２２富士火災神戸ビル８階 有効

4913 株式会社テスク 大阪府東大阪市桜町２番３号宮崎桜町ビル

3835 テスコ株式会社 東京都千代田区西神田一丁目４番５号



4818 株式会社テスコム 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島６－３－２４北白石ビル西館４階 有効

3774 株式会社テスティパル 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４丁目３番５号

3262 株式会社テック・ジャパン 兵庫県姫路市双葉町２４番地 有効

4685 テックス・カンポ株式会社 京都府京都市伏見区羽束師古川町２４３ 有効

826 株式会社鐡建 兵庫県丹波市氷上町横田 ６４０番地の１

324 鉄建建設株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区磯辺通３丁目 2番11号

4450 テラインターナショナル株式会社 本社 東京都豊島区東池袋３－４－３池袋イースト

4532 寺岡オート・ドアシステム株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町６－１４－１４ 有効

4394 テラマエ設備工業株式会社 兵庫県姫路市三左衛門堀東の町１４ 有効 有効

4259 テラル株式会社 大阪支店
大阪府大阪市西区靭本町１丁目１１番７号信濃橋三井ビルディング３

Ｆ
有効 有効

4567 有限会社テリム 加古川市加古川町南備後１８９－１ 有効

4420 株式会社テルミック 兵庫県姫路市白浜町甲３２０‐３ 有効

4848 株式会社テレワーク 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号サン北浜ビル 有効

5016 株式会社データ技研 和歌山県和歌山市有家７１番地６ 有効

3293 株式会社データベース 関西支店 兵庫県神戸市中央区中山手通５丁目１－１ 有効

4758 株式会社データホライゾン
広島県広島市西

区
広島県広島市西区草津新町一丁目２１番３５号広島ミクシス・ビル 有効

4518 株式会社ディ―・シィー・エス 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬５８７－２

4666 ＤＩＲインフォメーションシステムズ株式会社
公共システム本

部
東京都江東区永代１－１４－６

4582 ディアシステム株式会社 大阪府大阪市北区南森町２丁目４番５号

5113 ＤＨＩ株式会社 兵庫県加古川市加古川町粟津１１１６ 有効

4842 株式会社ディエスジャパン 西兵庫店 兵庫県神戸市西区伊川谷町前開３４０－１

358 ＤＸアンテナ株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市西区北別府５丁目 １番６号

4250 株式会社ディ・オー一級建築士事務所 兵庫県神戸市兵庫区中道通３－３－１

4986 株式会社ディスプレイミワボシ 兵庫県神戸市兵庫区大開通３丁目１番２１号 有効

3503 株式会社デイリー印刷 兵庫県姫路市飾東町佐良和 15番地

3132 デュプロ株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市兵庫区塚本通４－３－１４ 有効

1012 電気興業株式会社 大阪支店 大阪府吹田市豊津町２－３０ 有効

4699 株式会社電算システム 岐阜県岐阜市日置江一丁目５８番地 有効

325 株式会社トーエネック 神戸支社 兵庫県神戸市中央区明石町 44

3764 トーカイセキュリティ株式会社 兵庫県神戸市長田区大橋町３丁目１番１３号

737 株式会社トーケミ 大阪府大阪市淀川区田川北１丁目１２番１１号 有効 有効

4761 株式会社トーテック 大阪市東成区中本５丁目２番３３号 有効

5154 トーテックアメニティ株式会社 大阪事業所 大阪府大阪市北区堂島２－１－３１ 有効

3882 株式会社トーニチコンサルタント 神戸事務所 神戸市中央区小野柄通３丁目１－１１ 有効

619 東亜グラウト工業株式会社 大阪支店
大阪府大阪市淀川区西中島６丁目５番４号サムティフェイム新大阪２

－２２０３

414 東亜建設工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区御幸通六丁目１番２０号 有効

2119 東亜建測株式会社 兵庫県神戸市兵庫区熊野町１丁目３９番地 有効

589 株式会社東亜工業所 関西支店 兵庫県加古川市尾上町池田１５１１－５

510 東亜塗装工業株式会社 高砂支店 兵庫県高砂市梅井５丁目 3－1

141 東亜道路工業株式会社 兵庫営業所 兵庫県加古川市平岡町新在家字蛭池７７番地 有効 有効

4992 東映株式会社

コンテンツ事業

部門　教育映像

部

東京都中央区銀座３－２－１７ 有効

5136 東海アナース株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市中央区南船場１丁目５番２１号大日南船場ビル 有効 有効

4474 東海鋼管株式会社 大阪支店 大阪市中央区高麗橋３－２－７ＯＲＩＸ高麗橋ビル４階

305 東海興業株式会社 大阪支店 大阪府大阪市北区堂島浜２丁目 ２番８号東洋紡ビルディング

4114 東海鑿泉株式会社 大阪府大阪市西淀川区佃１－２４－１９ 有効

4833 株式会社東海システム設計 愛知県名古屋市名東区香流一丁目１１１３番地

58 東海リース株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区栄町通３丁目６番７号 有効

3136 東海リース株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区栄町通三丁目６番７号 有効

88 東急建設株式会社 関西支店 大阪府大阪市北区豊崎３－１９－３ 有効

4816 東京インタープレイ株式会社 東京都中央区日本橋二丁目１０番８号 有効

2200 株式会社東京建設コンサルタント 兵庫事務所 兵庫県神戸市中央区北長狭通５丁目 １番２１号福建会館ビル

4029 東京書籍株式会社 関西支社 大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目４番１０号 有効

2216 株式会社東京設計事務所 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区磯上通８－１－８アジアビルディング 有効

3113 東京センチュリー株式会社 東京都千代田区神田練塀町３ 有効

2220 株式会社東京ソイルリサーチ 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区北長狭通５－２－１９コフィオ神戸元町ビル 有効

4878 東京反訳株式会社 大阪支店 大阪市北区南森町２－２－９南森町八千代ビル７ＦＡ号室 有効

4019 株式会社東京法規出版 東京都文京区本駒込２－２９－２２ 有効

3410 東京法令出版株式会社 長野県長野市南千歳町１００５

2174 株式会社東建ジオテック 兵庫営業所 兵庫県宝塚市山手台西2丁目10番6号

4047 東光碍子株式会社 兵庫県神戸市東灘区御影塚町３丁目９番１８号

2356 株式会社東光コンサルタンツ 神戸営業所 兵庫県神戸市兵庫区水木通４丁目１－１１ 有効

160 東光電気工事株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区中山手通２丁目 １番８号太陽生命神戸ビル内

3717 有限会社東郷教材 兵庫県加西市王子町２０７番地の３ 有効

5070 東西化学産業株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区城見２丁目１番６１号 有効

247 東芝インフラシステムズ株式会社 関西支社 大阪府大阪市北区角田町８番１号 有効 有効

454 東芝エレベータ株式会社 兵庫支店 兵庫県神戸市中央区加納町４－２－１神戸三宮阪急ビル 有効 有効



388 株式会社東芝 関西支社 大阪府大阪市北区角田町８番１号

4315 東芝通信インフラシステムズ株式会社 関西支店 大阪府大阪市中央区本町四丁目２番１２号 有効 有効

435 東芝プラントシステム株式会社 関西支社 大阪府大阪市中央区本町４丁目 ２番１２号東芝大阪ビル

404 東芝ライテック株式会社 西日本営業部 大阪府大阪市中央区本町４－２－５近鉄本町ビル

4478 東伸エンジニアリング株式会社 東京都品川区西五反田二丁目２９－９

4556 東伸エンジニアリング株式会社 大阪支店 大阪府大阪市平野区長吉出戸三丁目２－４５－８１５

4594 株式会社東伸技術コンサルタント 兵庫営業所 兵庫県神戸市灘区浜田町３丁目３番１８号２０２号室

4742 東日設計コンサルタント株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市垂水区泉が丘一丁目７番１０号 有効

2237 株式会社東畑建築事務所
本社オフィス大

阪
大阪府大阪市中央区高麗橋２－６－１０ 有効

564 株式会社東播清掃 兵庫県加古川市尾上町養田１４８６－１ 有効 有効

39 東播電設工業株式会社 兵庫県高砂市荒井町御旅１丁目 3-14

5140 東武トップツアーズ株式会社 姫路支店 兵庫県姫路市白銀町１８番地日本生命白銀町ビル６階 有効

4176 東武トラベル株式会社 姫路支店 兵庫県姫路市豊沢町１４０番地

5018 株式会社東峯技術コンサルタント 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区下山手通２－１３－３ 有効

4713 株式会社東邦微生物病研究所 大阪府大阪市浪速区下寺三丁目１１番１４号

5126 東洋印刷株式会社 神戸営業所
兵庫県神戸市中央区栄町通６丁目１－１８ライオンズスクエア神戸元

町事務棟１００４号
有効

3140 東洋教育機器株式会社 兵庫県加古川市加古川町本町４０２番地

4792 東洋技研コンサルタント株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市西区王塚台３丁目６７番地の３

3141 東洋計器株式会社 大阪支店 大阪府吹田市南金田１－８－８ 有効

772 東洋建設株式会社 神戸営業所 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 有効

4860 株式会社東洋建設工業 兵庫県姫路市広畑区吾妻町３－２３ 有効

3635 東洋産業株式会社 姫路支店 兵庫県姫路市東雲町１丁目 １１番地

761 東洋シヤッター株式会社 明石営業所 兵庫県明石市小久保１丁目９番地の８

3506 株式会社東洋商会 兵庫県高砂市荒井町千鳥２丁目 1-23

4872 株式会社東洋食品 東京都 台東区東上野１－１４－４野村不動産上野ビル４Ｆ 有効

3621 東洋彫刻製作所 兵庫県姫路市飾西 ４３２－１

5038 東洋テック姫路株式会社 兵庫県姫路市西二階町１番地 有効

604 東洋電気工事株式会社 兵庫県神戸市兵庫区駅前通５－１－１８ 有効

231 東洋熱工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目２番５号Ｉ・Ｎ東洋ビル

4754 東洋プラント株式会社 岡山営業所 岡山県笠岡市笠岡２４４５－６ 有効

4663 東洋メンテナス株式会社 大阪府東大阪市本庄西１－１０－２４

222 東洋ランドテクノ株式会社 関西支店 兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目 ２５

4107 東洋冷熱工業株式会社 兵庫県姫路市南条３‐２ 有効

137 株式会社東和エンジニアリング 関西支社 大阪府大阪市北区中崎西４－２－２７ 有効 有効

2178 東和環境科学株式会社 関西事務所 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目２４－２２

4642 東和技術株式会社 東京都千代田区神田富山町８

4405 東和工業株式会社 大阪府枚方市牧野本町１丁目１番５９号

4167 東和商事 兵庫県神戸市西区押部谷町和田東和商事

4649 株式会社東和商事 兵庫県神戸市須磨区飛松町３－３－４東和ビル

606 東和スポーツ施設株式会社 京都府京都市左京区北白川下池田町７９－１ 有効

4252 株式会社東和テクノロジー 関西支店 大阪府大阪市淀川区木川東二丁目４番１０号 有効

4329 東和電気工事株式会社 兵庫県姫路市飯田２丁目５１－１ 有効

4870 株式会社時設計 東京都中央区東日本橋３－１２－１１アヅマビル

5050 常盤興業株式会社 兵庫県淡路市小倉２２６番地 有効

824 常盤電機株式会社 兵庫県姫路市北今宿２－４－１

4940 株式会社トクオ 大阪事務所 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目９番１号新大阪花村ビル６０２

2328 株式会社徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５－１４ 有効

4022 株式会社トクスイ 大阪営業所 大阪府堺市堺区向陵東町１丁９番５号フレグランス三国ヶ丘１０４ 有効

3 徳富建設株式会社 兵庫県加古郡播磨町北古田１丁目１４－３ 有効

2076 株式会社トクナガエンジニアリング 兵庫県神戸市兵庫区七宮町２丁目２番２３号 有効

3601 株式会社徳原商店 兵庫県姫路市岡田９２－１

103 徳倉建設株式会社 大阪支店 大阪府大阪市天王寺区国分町１６番２０号

2140 株式会社都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西二丁目１４番３０号 有効

5021 一般財団法人 都市技術センター 大阪府大阪市中央区船場中央二丁目２番５‐２０６号

556 都市クリエイト株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市西区長畑町９番１号 有効 有効

2147 株式会社都市・計画・設計研究所 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区京町６７番地ＫＡＮＪＵビル 有効 有効

2280 株式会社都市景観設計 大阪府大阪市中央区北浜１－１－２１第２中井ビル７階

2336 株式会社都市建設コンサルタント 神戸営業所 兵庫県神戸市兵庫区夢野町２－１７

2074 株式会社都市設計コンサルタンツ 兵庫県加古川市加古川町北在家４５４‐１ 有効

4181 株式会社都市設計総合研究所 大阪府大阪市北区西天満五丁目９番１１号総合西天満ビル 有効

4494 株式会社都市問題経営研究所 大阪府大阪市中央区瓦町４－８－４

3509 株式会社図書館流通センター 東京都文京区大塚三丁目１番１号 有効

528 株式会社年和 兵庫県加古郡播磨町東野添２丁目２０番３４号

3701 株式会社トスコ 名古屋事業所 愛知県名古屋市中村区名駅５丁目 ２９－１０錦通KDビル４階

415 戸田建設株式会社 神戸総合営業所 兵庫県神戸市中央区御幸通３－１－３ 有効

2304 株式会社土地システム研究所 兵庫県神戸市垂水区高丸４丁目７番１９号 有効

4656 株式会社鳥取県情報センター 鳥取県鳥取市寺町５０番地ＮＴＴ寺町ビル 有効



3133 トッパン・フォームズ株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区磯上通２－２－２１三宮グランドビル１０階

4570 トップツアー株式会社 姫路支店 兵庫県姫路市白銀町１８番地日生白銀町ビル６階

616 飛島建設株式会社 神戸営業所 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 有効

5045 トミタ環境株式会社 京都府宮津市字波路８２６ 有効 有効

4308 有限会社智咲総業 兵庫県明石市本町１－４－２６ 有効

753 株式会社豊浦浚渫 兵庫県西宮市西宮浜二丁目２１番３号 有効 有効

3263 トヨタエルアンドエフ兵庫株式会社 明石営業所 兵庫県神戸市西区上新地３丁目３－４ 有効

3785 株式会社トヨタレンタリース神戸 兵庫県神戸市水木通２丁目１番１号 有効

3374 株式会社トヨタレンタリース兵庫 兵庫県神戸市長田区北町２丁目５番地 有効

3871 有限会社トライテック 兵庫県加西市河内町405-2

162 株式会社トラストテクノ 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町２番４４号 有効

1023 酉島エンジニアリング株式会社 大阪支店 大阪府高槻市宮田町１－１－８

327 株式会社酉島製作所 大阪支店 大阪市淀川区宮原四丁目１番１４号（住友生命新大阪北ビル） 有効

5242 有限会社鳥寅 兵庫県明石市樽屋町三番七号 有効

40 ドーピー建設工業株式会社 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区元町通３丁目１７番８号 有効

4800 株式会社ドーン 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号三宮グランドビル５Ｆ 有効

4815 有限会社堂島広告 兵庫県西宮市小松南町１－６－１２

4624 ＤＯＷＡエコシステム株式会社
ジオテック事業

部
東京都千代田区外神田四丁目１４－１

3264 株式会社土手山 姫路営業所 兵庫県姫路市東延末１丁目 4番地

584 ドリコ株式会社 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島５－１４－５ 有効

4210 内海プラント株式会社 岡山県岡山市東区楢原５１０番地 有効

2019 内外エンジニアリング株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区元町通６ー１ー８ 有効

4839 株式会社内外測技 阪神営業所 大阪府吹田市千里丘上３４－７１０

3988 内藤金属株式会社 兵庫県高砂市梅井３－２４－１

2158 株式会社内藤建築事務所 大阪事務所 大阪府大阪市中央区道修町１丁目４番６号ミフネ道修町ビル 有効

2248 株式会社内藤設計 兵庫支店 兵庫県小野市上本町２４０－４小野ビル 有効

4933 株式会社内藤ハウス 大阪支店 大阪府大阪市中央区北浜東２－１６日刊工業新聞社ビル７階

3019 ナオハラ薬品 兵庫県加古郡播磨町宮北１丁目 13-17

4523 ナカオ楽器 兵庫県姫路市西二階町１６番地

4091 中尾不動産鑑定事務所 兵庫県神戸市中央区八幡通４－１－１６第２豊島ビル３０４

4390 中川企画建設株式会社 伊丹支店 兵庫県伊丹市西台３－７－２４ 有効

4362 中川建築事務所 兵庫県神戸市灘区新在家南町５－３－１０

4491 なかがわ測量設計事務所 兵庫県加古川市加古川町北在家２１７１番地

5221 中作商店 兵庫県加古郡播磨町上野添１－９－３６ 有効

4527 株式会社ナカシマテクノス 兵庫県姫路市阿保甲８７８番地 有効 有効

339 株式会社中勝建設 兵庫県尼崎市上ノ島町２－２－２２

811 中島工業株式会社 大阪府大阪市淀川区宮原２丁目１４番１４号新大阪グランドビル 有効

5202 株式会社中造園 奈良県葛城市西辻３５２－１ 有効

3818 株式会社中田建築事務所 兵庫県姫路市北今宿２－５－５

742 株式会社中田工務店 兵庫県神戸市垂水区名谷町２３０－６ 有効

70 中谷建材株式会社 兵庫県高砂市梅井５丁目２－１０ 有効

476 有限会社中谷工業 明石市大久保町緑が丘４番２２号 有効

2004 有限会社中塚測量設計 兵庫県加古郡稲美町国岡３丁目３０番地の１

4972 株式会社中辻鑿泉 大阪府東大阪市本庄１丁目７番５号 有効

124 株式会社中西組 兵庫県神戸市兵庫区芦原通６丁目１番１８号 有効

3265 株式会社中西製作所 神戸営業所 兵庫県神戸市兵庫区中道通４丁目２番１９号 有効

2044 中日本建設コンサルタント株式会社 神戸事務所 兵庫県神戸市北区松宮台１－３－９ 有効

4228 中日本航空株式会社 大阪支店 大阪府八尾市空港２丁目１２番地

53 株式会社中根建設 兵庫県神戸市中央区京町７６－２

4915 株式会社ナカノ
選挙事業部 岡山

営業所
岡山県倉敷市中島２３４－１０ 有効

284 中野工業株式会社 兵庫県神戸市中央区小野柄通６丁目 1番6号

244 株式会社ナカノフドー建設 大阪支社 大阪府大阪市西区阿波座２丁目４番２３号西本町大五ビル 有効

4953 ナカバヤシ株式会社 大阪支社 大阪府大阪市城東区中央２丁目１番２３号

127 中林建設株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区磯辺通２丁目２番２５号 有効

5089 株式会社ナカムラ消防化学 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西三国１丁目２番３７号 有効

5146 株式会社中村製作所 千葉県松戸市小山５１０ 有効

4989 ナカムラ電設株式会社 兵庫県加東市社７０７－１

4085 株式会社中山綜合コンサルタント 和歌山県和歌山市栄谷２４１ 有効

5144 株式会社なかよしライブラリ― 神戸支店 兵庫県神戸市中央区元町通５－７－１１ 有効

5148 永井産業株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２７番２１号 有効

5013 長井紙業株式会社 兵庫県加古川市東神吉町天下原２４７－２

681 有限会社長石造園 兵庫県加古郡稲美町野寺３６－１４ 有効

281 株式会社永岡組 兵庫県姫路市網干区垣内南町１８６２番地の９ 有効

4970 永倉商事株式会社 兵庫県三木市別所町小林２４４－５６ 有効

5127 株式会社ナガサワ文具センター 兵庫県神戸市中央区江戸町９３番栄光ビル７階 有効

3639 長島鋳物株式会社 大阪営業所 大阪府池田市神田２丁目２１番３号

206 長野建設株式会社 柏原支店 兵庫県丹波市柏原町南多田 207番地の１

3611 長野ポンプ株式会社 大阪営業所 大阪府吹田市豊津町１－３１由武ビル５階Ｃ号室 有効

3442 株式会社ナガラ 兵庫県加古郡稲美町印南 ２４９９－１

4034 株式会社ナガワ 姫路営業所 兵庫県姫路市別所町北宿１４０６ 有効



5046 株式会社ナガワ 大阪支店 大阪府大阪市北区中之島３‐３‐２３中之島ダイビル２４階 有効

4010 株式会社ナクト
大阪府大阪市此花区島屋４－２－７島屋ビジネス・インキュベータ４

２９号

2149 株式会社浪速技研コンサルタント 神戸支店 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 有効

635 奈良建設株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区下山手通３丁目 １０番９号

391 株式会社成影工務店 兵庫県姫路市安富町安志 １０２２番地１

2048 南海カツマ株式会社 関西支社 大阪府大阪市浪速区難波中３丁目９番１号難波ビルディング

5237 株式会社南海廣告社 大阪府大阪市浪速区難波中２丁目７番１５号 有効

2275 南海測量設計株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市北区有野町二郎６８６－９ 有効

426 南海辰村建設株式会社 大阪府大阪市浪速区難波中３－５－１９

144 南野建設株式会社 大阪府枚方市池之宮２丁目 3番6号

3809 難波電話電気工業株式会社 兵庫県神戸市須磨区月見山本町１丁目８番２号 有効 有効

2210 株式会社ニコス 西日本支社 兵庫県姫路市岡田２５６番地の７ 有効

4441 有限会社ＮＩＫＯＳ＆ＳＯＮＳ 加古川事業所 兵庫県加古川市平岡町新在家２５１４－１

399 株式会社西馬造園 兵庫県加古郡稲美町印南１７７８番地の３ 有効

3546 西馬電気設備管理事務所 兵庫県加古郡播磨町西野添２－９－１２ 有効

9 株式会社西尾設備 兵庫県神戸市垂水区向陽２－４－２０

3634 西尾レントオール株式会社 RA大阪営業所 大阪府大阪市港区弁天２丁目 ７－２７

242 西川計測株式会社 関西支社 兵庫県神戸市中央区京町８０番地クリエイト神戸ビル１１Ｆ 有効 有効

4300 ニシカワ食品株式会社 兵庫県加古川市野口町長砂７９９ 有効

3457 有限会社西垣消防器具製作所 兵庫県朝来市和田山町玉置４６１ 有効

4161 錦メンテナンス株式会社 兵庫県姫路市白浜町甲２４８２ 有効

4681 株式会社西口商店 兵庫県加古郡播磨町古宮６９５－１

4924 株式会社にしけん 兵庫県明石市大久保町大窪２２０４番地の３ 有効

4925 有限会社にしけん開発企画 兵庫県明石市大久保町大窪２２０４番地の３ 有効

461 西田建設株式会社 兵庫県加古郡播磨町二子３３３－１ 有効

4277 株式会社ニシテック 関西支社 大阪府大阪市北区中津１丁目１１－１中津センタービル１０階 有効

677 西日本電信電話株式会社 兵庫支店 兵庫県神戸市中央区海岸通１１番 有効 有効

4757 西日本衛材株式会社 兵庫県たつの市龍野町５６６ 有効

2242 株式会社西日本技術コンサルタント 姫路営業所 兵庫県姫路市飾磨区都倉１丁目１０２番地 有効 有効

432 西日本グラウト工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町４丁目 8-24-103

3156 西日本警備保障株式会社 兵庫県明石市大久保町大窪２０４１－３番地 有効

4467 有限会社西日本興産 兵庫県加古川市西神吉町岸２８１－４ 有効

3428 凸版印刷株式会社

西日本事業本部

関西情報コミュ

ニケーション事

業部

大阪府大阪市福島区海老江３丁目２２番６１号自社ビル

3885 株式会社西日本水道センター 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原２－１０－９ 有効

2070 株式会社西日本設計 兵庫事務所 兵庫県西宮市大畑町９－２－３０１ 有効

739 西日本電気システム株式会社
電気設備部 神戸

工事所
兵庫県芦屋市船戸町１－３１ 有効 有効

4408 株式会社西原環境 関西支店 大阪府箕面市船場東３－４－１７ 有効

123 西松建設株式会社 西日本支社 大阪府大阪市中央区釣鐘町２丁目４番７号 有効

71 株式会社西村組 兵庫県高砂市荒井町東本町４番３号 有効

250 株式会社西村風晃園 姫路本店 兵庫県姫路市朝日町６５番地 有効

4672 西脇聖嗣建築設計室 兵庫県姫路市東今宿４丁目２－７日興ビル２０２

3266 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地 有効

3545 株式会社ニチイパワーバンク 東京都千代田区丸の内３丁目 ３番１号新東京ビルディング３階

4103 株式会社ニチジョー 兵庫県神戸市中央区港島南町４丁目７番地の８ 有効 有効

32 日独工業株式会社 本店 神戸市中央区熊内橋通１－２－７

4324 日芳建設株式会社 兵庫県姫路市広畑区東新町３－２０

4040 ニチレキ株式会社 兵庫営業所 兵庫県姫路市飾磨区中島３０５９ 有効 有効

190 株式会社ニチワ 姫路支店 兵庫県姫路市本町１２７ 有効 有効

2131 日化エンジニアリング株式会社 大阪府大阪市港区波除３－１２－４ 有効

75 日機装株式会社 大阪支社 大阪府大阪市都島区片町１－５－１３大手前センチュリービル８階

4561 日機装リューキテクノ株式会社 西日本営業所 大阪市都島区片町１－５－１３大手前センチュリービル８階

4178 株式会社ニック 福岡県大野城市川久保３－１－２３ 有効

3637 株式会社ニックン 兵庫県神戸市中央区小野浜町５番地１１号三井倉庫小野浜事務所

2095 株式会社日建技術コンサルタント 神戸事務所 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 有効 有効

4718 株式会社日建設計シビル 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１０番３

3145 株式会社日研ハイドロクリーン社 兵庫県明石市藤江１８０６－７ 有効

4904 日建リース工業株式会社 大阪支店 大阪府大阪市此花区梅町２－１－４２

4256 株式会社ニッコーコーポレーション 姫路営業所 兵庫県姫路市飾磨区英賀清水町１－４０

2340 株式会社ＮＩＫＫＯ 神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区御影３－２－１１－１０８

805 日光建設工業株式会社 兵庫県西宮市鳴尾町１－７－８ 有効

4232 株式会社日航コンサルタント 大阪支社 大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－１５ 有効

3146 株式会社日興商会 加古川支店 兵庫県高砂市米田町米田１１６１－１ 有効

4404 日興電気工業株式会社 大阪府大阪市北区天神西町３番１８号日興ビルディング



4454 日光電気工事株式会社 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町３－５－３１

672 日工マシナリー株式会社 関西支店 兵庫県明石市大久保町江井島１０１３番地の１ 有効

3147 株式会社ニッコク 関西支店 和歌山県岩出市岡田９９８番地の１ 有効

653 株式会社日さく 大阪支店 大阪府吹田市川岸町１１－１ 有効 有効

2294 株式会社日産技術コンサルタント 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町５丁目４番１９号 有効

745 株式会社日産設備 兵庫県加古川市野口町水足５１５番地の３

348 日商建設株式会社 本店 兵庫県神戸市西区二ツ屋１丁目３－２

2353 株式会社日匠設計 丹波事務所 兵庫県丹波市青垣町佐治２７６－４ 有効

4553 日清医療食品株式会社 関西支店 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２１階 有効

148 日進化成株式会社 神戸営業所 兵庫県西宮市西宮浜１丁目１番５号

2167 株式会社日新技術コンサルタント 神戸出張所 兵庫県神戸市中央区磯上通７丁目１－８ 有効

97 有限会社日新建設 兵庫県加古郡播磨町北本荘２－１－５ 有効

353 日神建設株式会社 兵庫県神戸市兵庫区七宮町１―３―１０

2155 株式会社日進サーベー 兵庫県姫路市大津区天神町１丁目４７番地６ 有効

4728 日進設備工業株式会社 高知県高知市百石町四丁目１１番６号 有効

2150 日進測量株式会社 姫路営業所 兵庫県姫路市三条町１－３１姫路建設会館５階 有効 有効

4039 株式会社ニッシンテック 神戸市兵庫区三川口町3-2-35

68 日新電機株式会社 関西支社 大阪府大阪市北区中之島３丁目３番２３号中之島ダイビル内

2138 株式会社日水コン 兵庫事務所 兵庫県神戸市中央区元町通４－５－１０ 有効

684 日水産業株式会社 関西事業所 大阪府堺市中区伏尾４ 有効 有効

420 有限会社日生建設 兵庫県明石市二見町東二見 ２０２０番地

285 株式会社日誠社 兵庫県明石市西明石町２－１－１３ 有効

4888 ニッセイ情報テクノロジー株式会社 東京都大田区蒲田５丁目３７番１号ニッセイアロマスクエア 有効

3829 日生塗工株式会社 姫路市広畑区長町１－４９－２

1025 日成ビルド工業株式会社 兵庫支店 兵庫県神戸市中央区御幸通４－１－１ＴＢＭ神戸ビル９Ｆ 有効 有効

3679 株式会社日宣通 兵庫県神戸市中央区多聞通５－２－２ＩＮＫ大倉山１Ｆ

2223 株式会社日総建 大阪事務所 大阪府大阪市中央区博労町２－１－１３アーバンネット本町ビル 有効

3352 株式会社日測 関西支社 大阪府寝屋川市寿町 ４８番１２号第２河瀬ビル

5124 Ｎｉｃｈｅ建築設計株式会社 兵庫県姫路市立町５５番地日興ビル３０１号

4416 ＮＸ商事株式会社 大阪支店 大阪府大阪市北区中津５丁目４番１０号日通大阪支店ビル４階 有効

4723 日鉄住金スラグ製品株式会社 広畑事業所 兵庫県姫路市広畑区長町１丁目１２番地

3149 日鉄テクノロジー株式会社 瀬戸内事業所 兵庫県姫路市広畑区富士町１ 有効

5139 日鉄ビジネスサービス瀬戸内株式会社 阪神支店 大阪府堺市西区石津西町５番地 有効

1041 株式会社日展 大阪府大阪市北区万歳町３－７

4023 株式会社ニットー 兵庫県神戸市東灘区甲南町３－１－４

3150 日東カストディアル・サービス株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市三宮町３丁目７番６号神戸元町ユニオンビル９階 有効

749 日特建設株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市兵庫区大開通１丁目１番１号神鉄ビル 有効

4745 日都産業株式会社 関西営業所 大阪府大阪市淀川区西中島４丁目１２番２２号 有効

3424 株式会社日販図書館サービス 東京都板橋区高島平９丁目３１番１号

3151 株式会社日邦バルブ 大阪営業所 大阪府大阪市北区東天満２丁目 9番4号千代田ビル東館

694 株式会社ＮＩＰＰＯ 兵庫統括事業所 兵庫県神戸市兵庫区小河通２－２－５

66 日本オーチス・エレベータ株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区京町７８番地 有効 有効

3544 日本カーソリューションズ株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区三宮町二丁目５番１号

3540 日本カルミック株式会社 東京都千代田区九段南１－５－１０ 有効

3063 日本キャタピラー合同会社 神戸営業所 兵庫県神戸市西区見津が丘３－６－２ 有効

233 日本コムシス株式会社 関西支店 大阪府大阪市中央区谷町４丁目９番７号

512 日本ジッコウ株式会社 兵庫県神戸市西区南別府１丁目１４番６ 有効

3431 日本事務器株式会社 神戸支店 神戸市中央区伊藤町１１１ 有効

3152 日本通運株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区浜辺通４－１－２１ 有効

154 日本電気株式会社 神戸支社 兵庫県神戸市中央区東町１２６番地 有効 有効

615 日本電設工業株式会社
大阪支店神戸営

業所

兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目１１番１号センタープラザ西館６階

６０５－１
有効

5183 日本電通株式会社 大阪府大阪市港区磯路二丁目２１番１号 有効 有効

469 日本道路株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市灘区琵琶町１丁目６－１１六甲道ビル３階

5040 日本ドライケミカル株式会社 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 有効

639 株式会社日本ピ－エス 神戸営業所 神戸市中央区御幸通６丁目１番１５号御幸ビル６階 有効

4425 日本郵便株式会社 加古川東郵便局 兵庫県加古川市平岡町一色字三ツ池７９７－３１０ 有効

3200 日本リーフ株式会社 兵庫県南あわじ市湊９８７ 有効

1013 ニデック大豊機工株式会社 兵庫県豊岡市中陰４７０番地 有効

151 日本アイ・ビー・エム株式会社 本社 東京都港区六本木３－２－１２

3331 日本アクア株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区東三国５丁目 7-30

3365 日本安全警備株式会社 兵庫県神戸市中央区京町７１番地山本ビル 有効

5098 有限会社日本一安い罠の店 大分県由布市挾間町来鉢２９９６番地２ 有効

2110 株式会社日本インシーク 神戸支社 兵庫県神戸市灘区灘南通５丁目４番１５号 有効 有効

4067 株式会社日本エム・アイ・エー 愛知県名古屋市千種区仲田２丁目１７番７号

630 日本エレクトロニツクシステムズ株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目５番１５号 有効

354 日本エレベーター製造株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市西区土佐堀２－４－９ 有効

601 日本海工株式会社 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９番地三井生命神戸三宮ビル 有効

4027 日本加除出版株式会社 東京都豊島区南長崎３丁目１６番地６号



4819 一般社団法人 日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町一丁目１０番地保健会館新館 有効

2322 株式会社日本環境工学設計事務所 東京都千代田区神田神保町２－７－３ＮＫ神保町ビル７Ｆ

4224 日本管財株式会社
兵庫本部 姫路営

業所
兵庫県姫路市東延末１丁目１番姫路ＮＫビル１０階 有効

4976 日本管財株式会社 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 有効 有効

2296 財団法人日本気象協会 関西支社 大阪府大阪市中央区南船場二丁目３番２号

752 日本基礎技術株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区海岸通２－２－３サンエービル西館 有効

52 日本機動建設株式会社 兵庫県姫路市広畑区蒲田３－１６０

5015 日本教育情報機器株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号有楽町電気ビル南館１１階 有効

710 日本橋梁株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目９番１号肥後橋センタービル

2089 日本技術サービス株式会社 兵庫県神戸市東灘区住吉東町３丁目１１番地２ 有効

3588 日本空間情報技術株式会社 大阪支社 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目 2-11

2055 日本クリエーティング・コア株式会社 大阪府大阪市西区新町３－２－１８

181 日本珪砂株式会社 大阪府枚方市長尾東町２－２－１５

5054 日本建設株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区淡路町１－７－３ 有効

4290 日本原料株式会社 関西支店 大阪府大阪市中央区内本町１－３－５ 有効 有効

533 日本コ－キ株式会社 兵庫県神戸市北区惣山町２丁目８番地の８

2320 日本工営株式会社 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区海岸通３番地 有効 有効

2092 日本工営都市空間株式会社 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区伊藤町１２１神戸伊藤町ビルディング 有効

5198 社団法人日本公園緑地協会
一般社団法人日

本公園緑地協会
東京都千代田区岩本町３－９－１３岩本町寿共同ビル 有効

5233 社団法人日本公園緑地協会
一般社団法人日

本公園緑地協会
東京都千代田区岩本町３－９－１３岩本町寿共同ビル 有効

4449 日本光電工業株式会社 関西支社 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－３６新大阪トラストタワー６階 有効

2202 株式会社日本港湾コンサルタント 関西支社 神戸市中央区磯上通４丁目１番６号シオノギ神戸ビル

797 日本国土開発株式会社 大阪支店 大阪市淀川区西中島５丁目５番１５号 有効

4660 日本国民食株式会社 東京都中央区日本橋堀留町二丁目四番三号 有効

3408 株式会社日本コンサルタントグループ 大阪営業所 大阪府大阪市北区堂山町 1-5

4185 株式会社日本サーモエナー 姫路営業所 兵庫県姫路市東延末５－３６

4099 株式会社日本サーモエナー 関西支社 兵庫県尼崎市金楽寺町２丁目２番３３号タクマビル

3267 株式会社日本サポートサービス 東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地駿河台フジヴュービル 有効

4625 日本システムケア株式会社 東京都品川区東品川二丁目３番１２号

2305 日本シビックコンサルタント株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区明石町 １８番地１

3159 株式会社日本出版 京都府京都市南区久世築山町９９番地

4179 財団法人日本消防設備安全センター 東京都港区虎ノ門二丁目９番１６号日本消防会館７階

310 日本植生株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市灘区船寺通６丁目 1-6

4927 日本振興株式会社 兵庫事務所 兵庫県姫路市三条町１丁目３１姫路建設会館４階 有効

3501 日本水機調査株式会社 兵庫県神戸市西区森友２－４７

175 株式会社日本水源鑿泉工業所 兵庫県西宮市甲子園口２丁目 7番21号

2170 日本水工設計株式会社 兵庫事務所 兵庫県神戸市中央区北野町４－９－１４ 有効

3405 株式会社日本水道センター 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原２丁目 10-9

3471 日本誠食株式会社 大阪府大阪市平野区長吉出戸８丁目 12番3号

2086 株式会社日本設計 関西支社 大阪府大阪市中央区高麗橋４－１－１興銀ビル

287 日本設備工業株式会社 兵庫県加古郡播磨町北野添２丁目２２番８９号 有効

3618 株式会社日本総合研究所 大阪本社 大阪府大阪市西区新町１－５－８

3446 日本総合サービス株式会社 兵庫営業所 兵庫県明石市藤江９２５番

172 日本装路株式会社 兵庫県神戸市西区小山３－８－７ 有効

2257 日本測地設計株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市北区藤原台中町６－１２－１６ 有効

3642 日本測器株式会社 加古川営業所 兵庫県加古川市加古川町平野３５０シェーネル・ブラウエン加古川 有効

108 株式会社日本造園緑地交社 兵庫県姫路市南車崎１－３－３６ 有効

4711 日本体育施設株式会社 西日本支店 大阪府大阪市中央区久太郎町１－５－１３－２１１ 有効

10 日本体器株式会社 姫路支社 兵庫県揖保郡太子町竹広４２－２

3584 株式会社日本体健 大阪府大阪市北区兎我野町 7-25

3526 日本調理機株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区日暮通４－１－７サニーコート日暮２０１ 有効

5062 日本調理機株式会社 関西支店 大阪府豊中市走井２丁目９番２号 有効

4306 株式会社日本テクノサービス 兵庫県神戸市西区井吹台東町１丁目１番１号西神南センタービル４Ｆ

3616 日本データテック株式会社 兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目３番９号

605 日本電算設備株式会社 大阪支店 大阪府大阪市淀川区加島１丁目 ３７番３号

762 日本電子計算株式会社 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島２－１２－１１川久センタービル 有効

2175 日本都市技術株式会社 関西支店 大阪府大阪市浪速区難波中１－１２－５ 有効

4229 株式会社日本都市計画研究所 京都府京都市左京区下鴨森本町２５－１

5010 株式会社日本都市工学設計 神戸営業所 兵庫県神戸市西区春日台６－２０－７ 有効

3802 日本土地山林株式会社 兵庫支店 兵庫県朝来市新井７７７

12 株式会社日本道路安全 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬１４８９番地の４

3748 日本道路興運株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区上町Ａ番１２号

3791 社団法人日本農村情報システム協会 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャイン６０ビル

4456 株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター 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１０階 有効

4150 日本ファシリオ株式会社 神戸営業所 神戸市中央区磯辺通４丁目１番４４号

618 日本フィールドシステム株式会社 大阪営業所 大阪府枚方市養父東町１９ー２０ 有効



4837 株式会社日本不動産鑑定 兵庫県神戸市灘区大和町１－３－１１

4849 財団法人日本不動産研究所 神戸支所 兵庫県神戸市中央区小野柄通７丁目１番１号日本生命三宮駅前ビル 有効 有効

241 日本防水工業株式会社 兵庫県姫路市安田４－４１－９

85 日本無線株式会社 兵庫営業所 兵庫県神戸市中央区海岸通５番地商船三井ビル 有効 有効

669 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 大阪府大阪市北区同心１丁目７番１４号

2079 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区下山手通４丁目１５番１号 有効 有効

3905 株式会社日本ライフライン 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区東三国１－４－２８－４０１

4875 株式会社日本旅行 姫路支店 兵庫県姫路市豆腐町字水田３１６ＪＲ姫路総合区２階 有効

4188 日本ロード・メンテナンス株式会社 東播営業所 兵庫県 加古川市志方町志方町字皿池ノ内１５１７ 有効

4845 日本ロード・メンテナンス株式会社 兵庫県 神戸市東灘区青木５－１－８ 有効

4510 株式会社日本漏防コンサルタント 大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１７－５ 有効

4614 日本ロジテック協同組合 東京都中央区佃二丁目２番１０－２５０１号

3606 株式会社日本ワークシステム 兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目５番１号銀泉三宮ビル５階 有効

2255 株式会社ニュージェック 兵庫事務所 兵庫県神戸市中央区布引町２－１－７ 有効

5271 特定非営利活動法人ニュー☆ハリマ 兵庫県加古郡播磨町北本荘７丁目２番３１号 有効

716 株式会社ＮＥＯ ＤＡＩＳＥＩ 西部支社 兵庫県姫路市四郷町本郷字上代１２７－１ 有効 有効

627 ネオ・ルーフィング株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市長田区浜添通４－１－２１

4964 株式会社ＮＥＸＴ 大阪府大阪市淀川区宮原一丁目１番１号新大阪阪急ビル

5100 Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区幸町８番２９号 有効

5142 株式会社ＮＥＸＴ　ＭＯＴＩＯＮ 鳥取県鳥取市湖山町東四丁目２７番地２－０５号 有効

249 ネクスト・ワン株式会社 兵庫県加古川市加古川町粟津８０５－３ 有効

4836 のあ一級建築士事務所 兵庫県加古川市西条山手２丁目３－３２

2341 株式会社ノア技術コンサルタント 兵庫営業所
兵庫県姫路市北平野２丁目１８－１２５しらさぎメモリアル１１１号

室
有効

2191 納庄建築設計事務所 兵庫県加古川市神野町神野１２８１

3784 株式会社ノヴァ 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目 ３番２号

357 野崎造園土木株式会社 本店 兵庫県神戸市西区南別府５丁目２３４番地の２ 有効

664 有限会社のぞみ建設 兵庫県加古郡播磨町二子２６３－７

336 株式会社ノバック 兵庫県姫路市北条１－９２ 有効

1010 株式会社乃村工藝社 東京都港区台場２丁目３番４号 有効 有効

4159 野村興産株式会社 関西営業所 大阪府大阪市中央区高麗橋２－１－２ 有効

4435 ノルテクニカ 兵庫県神戸市西区桜が丘西町２－１９－６

4942 ＨＡＲＶＥＹ株式会社 愛知県名古屋市千種区青柳町五丁目６番地

4678 ハートスフードクリエーツ株式会社 兵庫県神戸市中央区山本通４丁目１４－２１－４０１

4812 ハーベストネクスト株式会社 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町２丁目１２０番地 有効

5188 葉隠勇進株式会社 関西支店 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２２新大阪丸ビル別館６階 有効

4199 葉隠勇進株式会社 関西支店 奈良県奈良市神殿町１８１番地－８０

4431 株式会社萩原林業 兵庫県明石市立石１丁目３番１号

3578 博伸興業株式会社
ハリマツーリス

ト
兵庫県加古川市別府町本町１丁目 ２番地２０６

624 白陽化学工業株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市灘区篠原南町１丁目６－２９ 有効

3447 有限会社ハシノ工業 兵庫県神戸市北区藤原台南町２丁目１９番１号 有効

4168 橋本株式会社 兵庫県姫路市香寺町溝口１１８８番地１ 有効 有効

3859 株式会社橋本建築設計事務所 兵庫県姫路市砥堀北川１１４９番地の３

157 株式会社一組 兵庫県加古郡播磨町宮西３ー５ー１９ 有効

3165 幡豆工業株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市北区西天満６－２－１７近宣ビル

5214 長谷川会計 広島県広島市西区庚午中２丁目１１番１号 有効

796 長谷川建設株式会社 兵庫県多可郡多可町中区森本１７５

3795 株式会社長谷川工務店 大阪府八尾市高砂町２－４５－１７

248 長谷川体育施設株式会社 兵庫営業所 兵庫県神戸市中央区布引町１－１－８ 有効 有効

717 株式会社長谷川土木 兵庫県加古川市志方町西牧２４６－１

793 畑﨑建設株式会社 兵庫県姫路市佃町 ２６－１

4342 蜂谷工業株式会社 岡山県岡山市北区鹿田町一丁目３番１６号 有効

3825 八極設計株式会社 兵庫事務所 兵庫県神戸市須磨区神の谷３丁目３番９号

3735 株式会社博幸商会 兵庫県高砂市梅井３丁目３番５号

2316 株式会社八州 姫路営業所 兵庫県姫路市安田１－６８－１ＪＫ姫路南ビル 有効

3164 株式会社服部 加古川営業所 兵庫県加古川市別府町別府８２７－１ 有効

820 有限会社花井商事 兵庫県姫路市飾磨区構１丁目 105

98 株式会社ハナデン 兵庫県加古川市上荘町国包７７２－１ 有効

4971 有限会社ハナフサデンキ 兵庫県加古川市神野町西条５２３－１ 有効

153 株式会社ハマダ 兵庫県姫路市網干区新在家１２６１－１２ 有効

2084 株式会社浜名技術コンサルタント 兵庫事務所 兵庫県尼崎市潮江１丁目１３番１号アミング潮江アネックスビル２階 有効

4311 株式会社濵名建設 兵庫県加古郡播磨町宮西２丁目１－１５

478 株式会社濱野工業 兵庫県加古郡播磨町本荘３丁目 １０番１２号

3492 有限会社浜の宮タクシー 兵庫県加古川市尾上町口里５１－７４

5130 株式会社はまゆう 和歌山県和歌山市友田町４丁目１８番地 有効

4692 早石登記測量事務所 兵庫県川辺郡猪名川町旭ヶ丘１－２２６

4092 早水電機工業株式会社 兵庫県神戸市長田区海運町２丁目５番１１ 有効

2315 ハラダエンジニアリング株式会社 兵庫県姫路市中地５８番地５

4912 原田建設株式会社 兵庫県洲本市五色町都志１７３－１

216 株式会社原田鑿井設備工業所 大阪営業所 大阪府大阪市天王寺区上本町５－２－１１ 有効



2094 株式会社原田測量設計 兵庫県明石市大久保町八木１０５番地４ 有効

706 播磨営繕有限会社 播磨支店 兵庫県加古郡播磨町北野添２－８－２３ 有効 有効

4345 播磨営繕有限会社 兵庫県加古郡播磨町北野添２－８－２３

117 有限会社ハリマ園芸 兵庫県加古郡播磨町古宮１－１－８ 有効 有効

4662 はりま紙商株式会社 兵庫県加古川市尾上町池田１８９７－８ 有効

3166 播磨環境管理センター株式会社 兵庫県高砂市高砂町鍛治屋町１３９０番地 有効

5166 播磨環境管理センター株式会社 兵庫県高砂市高砂町鍛治屋町１３９０ 有効

4158 有限会社ライファン ハリマ観光バス 加古郡播磨町宮西１丁目２－５

114 株式会社ハリマガーデン 兵庫県加古郡稲美町六分一１２０９番地の５６２ 有効

3269 播磨企画株式会社 兵庫県高砂市高砂町鍛治屋町１３９０番地

3368 有限会社播磨興業 兵庫県加古川市平岡町中野 477-1

3850 有限会社播磨社寺工務店 兵庫県加西市大工町１６ 有効

3168 有限会社播磨清掃 兵庫県高砂市荒井町小松原３丁目 1番33号

3367 有限会社播磨清掃社 兵庫県加古郡播磨町北本荘７丁目９－１８ 有効

2126 株式会社播磨設計コンサルタント 兵庫県加古川市野口町良野１５８０番地 有効

306 播磨設備株式会社 兵庫県加古郡播磨町北本荘３－４－１４ 有効

2196 播磨測建 兵庫県加古郡播磨町二子７３－３

3465 はりま高砂タクシー有限会社 兵庫県加古郡播磨町古田１丁目２番２２号

3999 播磨畳内装工房株式会社 兵庫県加古郡播磨町東本荘３丁目１２－１５ 有効

47 播磨地質開発株式会社 兵庫県姫路市城北新町１－８－２５ 有効 有効

4048 播磨町学校制服衣料組合 兵庫県加古郡播磨町東本荘１丁目５番１号播磨町商工会館

4054 社会福祉法人播磨町社会福祉協議会
兵庫県加古郡播磨町南大中１丁目８番４１号播磨町福祉しあわせセン

ター

1029 播磨土建工業株式会社 兵庫県赤穂郡上郡町上郡３７０

4414 ハリマニックス株式会社 兵庫県高砂市高砂町浜田町１丁目６番１２号 有効

4606 ハリマ防災株式会社 兵庫県明石市藤が丘１丁目１２－１ 有効

3169 播磨薬品株式会社 加古川市尾上町養田１５７５番地 有効

4957 播磨リサイクルセンター株式会社 兵庫県加古郡稲美町北山１７４番地の２ 有効

4960 株式会社播磨リビング新聞社 兵庫県姫路市安田一丁目５８番地４

4317 春名建設株式会社 兵庫県神戸市垂水区舞子坂３－１７－２ 有効

2234 阪急設計コンサルタント株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市兵庫区大開通１－１－１ 有効

5246 阪高プロジェクトサポート株式会社 大阪府大阪市北区梅田１丁目１１番４－１８００ 有効

4077 株式会社ハンシン 大阪府大阪市天王寺区味原町４番８号 有効

473 阪神園芸株式会社 兵庫県西宮市甲子園浦風町１６番２４号 有効

5115 阪神ケーブルエンジニアリング株式会社 本社 兵庫県西宮市上鳴尾町２７番１１号 有効 有効

3170 株式会社阪神計器製作所 西宮支店 兵庫県西宮市中島町９番１０号 有効

1 株式会社ハンシン建設 神戸支店 兵庫県神戸市灘区船寺通２丁目２番７号 有効

2113 株式会社阪神コンサルタンツ 神戸支店 兵庫県神戸市灘区深田町四丁目１番１ウェルブ六甲道２番街６５３号 有効

2218 阪神測量株式会社 兵庫県尼崎市道意町３丁目 １６番地の２

2284 阪神測建株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町六丁目３番１１号 有効

686 阪神道路開発株式会社 兵庫県神戸市兵庫区大開通６－３－１３ 有効

668 阪神緑地株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜町２－９－１２

4 阪神連合清掃株式会社 兵庫県明石市大明石町一丁目１２番１７号 有効

4020 バイオエタノール・ジャパン・関西株式会社 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１４番１０号

4779 バイザー株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 有効

5080 株式会社バウエンジニアリング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号

2359 有限会社播建築設計事務所 兵庫県明石市鳥羽 ８５５番地１

3984 播州交通株式会社 兵庫県明石市魚住町清水２２７５番地の７ 有効

2161 株式会社播州コンサルタント 兵庫県姫路市砥堀 ２４－４

4807 播州産業株式会社 兵庫県高砂市高砂町朝日町１丁目８－１９

809 播州設備株式会社 兵庫県加古川市加古川町木村５０７－１ 有効

633 播州電業株式会社 兵庫県姫路市西夢前台３－２６ 有効

3834 播州道路施設株式会社 東播営業所 兵庫県加古川市上荘町小野７１２－６

5193 株式会社バンス 兵庫県姫路市城北本町７番８号 有効

1031 播水工業株式会社 兵庫県加古川市神野町神野１５５－１ 有効

4275 ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス株式会社 兵庫県加古川市加古川町粟津２６－２ 有効

51 播備株式会社 兵庫県姫路市継字辰巳端３５２ 有効 有効

2062 パシフィックコンサルタンツ株式会社 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区明石町４８番地 有効 有効

2117 株式会社パスコ 神戸支店 兵庫県神戸市中央区磯上通４丁目１番６号 有効 有効

3270 パスコ株式会社 兵庫県神戸市灘区岩屋中町１丁目２番９号 有効

5179 株式会社パソナ パソナ・姫路 兵庫県姫路市豊沢町１４０新姫路ビル 有効

4132 パナソニックＥＷエンジニアリング株式会社 近畿支店 大阪府大阪市中央区城見２丁目１番６１号 有効 有効

315 パナソニックコネクト株式会社

現場ソリュー

ションカンパ

ニー　西日本社

大阪府大阪市淀川区宮原４丁目５番４１号 有効 有効

4966 有限会社パラダイスグラス 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口８３４－１

134 パワーレックス株式会社 神戸市東灘区魚崎北町１丁目６番２３号 有効

277 日置産業株式会社 兵庫県明石市大久保町江井島８９５－１ 有効



3488 光工業株式会社 京都府京都市伏見区竹田中島町５番地 有効

3176 ひかりのくに株式会社 姫路営業所 兵庫県姫路市飾磨区鎌倉町１２－２ 有効

460 日笠工業株式会社 兵庫県神戸市灘区大石南町３丁目 3番1号

3803 株式会社久本組 大阪府大阪市住吉区我孫子５丁目５番２５号 有効

3364 菱井商事株式会社
社会環境システ

ム部
兵庫県神戸市中央区明石町３２番地明海ビル１０Ｆ

5068 株式会社日立インダストリアルプロダクツ 関西支店
大阪府大阪市北区中之島二丁目３番１８号中之島フェスティバルタ

ワー
有効

3272 日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋１丁目３番１号

3385 日立キャピタルオートリース株式会社 関西支店 大阪府大阪市西区靭本町１－１１－７

4894 株式会社日立建設設計 西日本支社 大阪府大阪市北区中之島２－３－１８

25 株式会社日立国際電気 西日本支社 大阪市中央区城見二丁目２番２２号 有効

201 株式会社日立国際八木ソリューションズ 関西支店 大阪府大阪市中央区城見二丁目２番２２号

26 日立コンシューマ・マーケティング株式会社
関西支社サービ

ス部
大阪市住之江区柴谷１丁目１番７１号

246 株式会社日立産機システム 関西支社 兵庫県尼崎市金楽寺町一丁目２番１号 有効

3177 株式会社日立システムズ 関西支社 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目２番１号 有効

332 株式会社日立製作所 関西支社 大阪府大阪市北区中之島二丁目３番１８号 有効

5190 株式会社日立製作所 関西支社 大阪府大阪市北区中之島二丁目３番１８号 有効

4415 株式会社日立ソリューションズ 関西支社 大阪市浪速区難波中２－１０－７０

4880 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト
関西ビジネスセ

ンタ
大阪府大阪市北区堂島浜１―２―１

17 日立造船株式会社 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号 有効

557 株式会社日立ビルシステム 関西支社 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目２番１号 有効 有効

155 日立プラントテクノ株式会社 関西営業所 大阪府大阪市中央区道修町１丁目 ４番８号道修町ビル

4470 株式会社日立プラントメカニクス 関西支店 大阪府大阪市中央区本町一丁目８番１２号 有効 有効

3440 日之出水道機器株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市須磨区磯馴町６‐１‐１１サンミツダ２Ｆ 有効

2179 響測量設計 兵庫県加古川市八幡町中西条３９６

804 ひまわり塗装株式会社 兵庫県神戸市兵庫区荒田町２－１５－１７

5114 ひまわり塗装株式会社 兵庫県神戸市兵庫区荒田町２－１５－１７ 有効

572 姫高電機株式会社 兵庫県姫路市飯田４９１－４１２ 有効

3994 社会福祉法人姫路学園 兵庫県姫路市飾東町大釜字大仙田４６１－３

3824 株式会社姫路建築事務所 兵庫県姫路市市之郷９０２ 有効

4929 一般社団法人 姫路市医師会 兵庫県姫路市西今宿三丁目７番２１号 有効

1005 姫路ジーエス電池販売株式会社 兵庫県姫路市市川橋通１－３１－２ 有効 有効

4565 株式会社姫路洗管 兵庫県姫路市大津区北天満町１４１－３ 有効

4534 ヒメジ厨機 兵庫県姫路市宮上町１丁目１３９番地２

2116 姫路登記測量事業協同組合 兵庫県姫路市東今宿３丁目 ５番８号

422 姫路塗装株式会社 兵庫県姫路市神子岡前１－１１－１５

130 姫路ナブコ株式会社 兵庫県姫路市飾磨区三宅１－７４ 有効 有効

4475 姫路ハウスサービス株式会社 兵庫県姫路市南条１丁目１３３番地

3943 株式会社姫路マドコン 兵庫県たつの市神岡町上横内２９６－１ 有効

4598 姫路三菱自動車販売株式会社 東加古川店 兵庫県加古川市平岡町新在家字西向５００－１

4325 株式会社ヒメトサービス 兵庫県姫路市土山４－１－３０ 有効

412 株式会社ヒメフジ 兵庫県姫路市御国野町国分寺７７４－１ 有効

3989 ヒメプラ産業資材株式会社 兵庫県姫路市北条４４８番地の８

4747 株式会社ヒューマン 兵庫県明石市二見町西二見１５７－１３６ 有効

4109 ヒューマンステージ株式会社 姫路支店 兵庫県姫路市西駅前町３５番地１高原ビル１Ｆ

722 兵岡建設株式会社 兵庫県佐用郡佐用町本位田甲２６２－１ 有効

4378 株式会社ヒョウ工務店 兵庫県神戸市北区有野町有野８１３－２

3699 株式会社兵庫オートリサイクル 兵庫県神戸市中央区港島９丁目 １２番

158 兵庫奥栄建設株式会社 兵庫県神戸市灘区岩屋中町１－４－１９ 有効

5159 株式会社兵庫確認検査機構 兵庫県姫路市南条４２６番地２ 有効

3273 公益財団法人ひょうご環境創造協会 兵庫県神戸市須磨区行平町３丁目１番１８号 有効 有効

3173 株式会社兵庫教育産業 兵庫県小野市黒川町９１６－５８ 有効

253 株式会社兵庫技研 兵庫県神戸市兵庫区本町２丁目４番１１ 有効 有効

5224 （財）兵庫県学校給食・食育支援センター 兵庫県加東市山国２００７ 有効

2039 社団法人兵庫県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目７番６号サンゼン山手ハイツ 有効

4213 兵庫県国民健康保険団体連合会 神戸市中央区三宮町１丁目９番１－１８０１号センタープラザ内

411 株式会社兵庫建設 兵庫県加古川市志方町原２６３ 有効

4774 兵庫県土地改良事業団体連合会 神戸市中央区北長狭通５－５－１２兵庫県土地改良会館

2290 公益社団法人 兵庫県不動産鑑定士協会
兵庫県神戸市中央区下山手通３丁目１２番１号トア山手プラザ８０７

号
有効

3684 公益財団法人兵庫県予防医学協会 兵庫県神戸市灘区岩屋北町１丁目８番１号 有効

3399 株式会社兵庫コンピューターセンター 兵庫県加古川市加古川町粟津２５８番地の８岡本ビル３Ｆ 有効

526 兵庫セフティ株式会社 兵庫県姫路市井ノ口３９６番地の８ 有効

4517 兵庫綜合警備株式会社 兵庫県明石市松の内２丁目３番地の４

375 兵庫造園土木株式会社 兵庫県加古川市八幡町宗佐３７番地の１ 有効

4640 株式会社兵庫第一興商 兵庫県神戸市中央区御幸通５－２－３ 有効

5161 兵庫ダイハツ販売株式会社 ダイハツ土山店 兵庫県加古川市平岡町土山２－１－１０８９６－１ 有効

437 株式会社兵庫蓄電池 兵庫県神戸市長田区海運町８丁目６番１４号 有効 有効



588 有限会社兵庫つまり抜きセンター 加古川営業所 兵庫県加古川市平岡町高畑１５１－５エルエスビル３０１ 有効 有効

59 兵庫ニチレキ株式会社 兵庫県姫路市飾磨区中島 ３０５９番地

4581 兵庫日産自動車株式会社 法人営業部 兵庫県神戸市長田区二番町４丁目５０ 有効

5102 株式会社兵庫標板製作所 兵庫県神戸市東灘区御影塚町２－２４ 有効

3276 株式会社兵庫分析センター 兵庫県姫路市広畑区正門通４‐１０‐８ 有効

5270 兵庫南農業協同組合
ふぁ－みんＳＨ

ＯＰ播磨
兵庫県加古郡播磨町南野添３ 有効

5234 兵庫ヤクルト販売
ヒョウゴヤクル

トハンバイ
兵庫県神戸市西区玉津町高津橋１３７－１ 有効

3175 兵庫リハビリ株式会社 兵庫県西宮市与古道町６番１７号 有効

302 兵庫緑地開発株式会社 兵庫県神戸市西区南別府１丁目１－１－２０２

4679 有限会社兵庫ワンダー社 兵庫県加古郡播磨町北野添２丁目８番５号

5210 兵紙運輸株式会社 兵庫県姫路市豊富町豊富２３６５番地３ 有効

4823 表示灯株式会社 大阪支社 大阪府大阪市中央区備後町４丁目２－１０ナビタ灯阪ビル

4744 株式会社日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地 有効 有効

2145 株式会社平岡設計 姫路市伊伝居５２９－６平岡ビル 有効

436 株式会社平尾工務店 兵庫県加東市天神３４１ 有効

2003 平田建築設計株式会社 兵庫県西宮市戸田町５番１６号 有効

274 平錦建設株式会社 兵庫県姫路市下寺町１０１番地 有効

11 株式会社平野組 加古川営業所 兵庫県加古川市尾上町養田字番目１８０－１６ 有効 有効

3477 有限会社平野興業 兵庫県明石市大久保町松陰字源太池３０５番地の６ 有効

347 平山建設工業株式会社 兵庫営業所 兵庫県加古郡稲美町下草谷３４０－５５

3580 株式会社平山商会 兵庫県神戸市中央区中町通２－１－１６ 有効

4863 株式会社ｈｉｒｏ－ａｓｓｉｓｔ 兵庫県加古川市平岡町山之上６６１－１ 有効 有効

500 廣川建設株式会社 兵庫県西宮市甲子園口一丁目２番１１号 有効

3183 広鉱技建株式会社 兵庫県姫路市広畑区長町１丁目１２番地

5035 合名会社広瀬 京都府京都市中京区両替町通押小路上る金吹町４６５番地 有効

3184 広瀬化学薬品株式会社 兵庫県神戸市中央区港島中町２丁目２番２号 有効

4335 広野開発株式会社 兵庫県小野市樫山町１４８８－１

4847 株式会社ビーコンラーニングサービス 東京都中央区日本橋茅場町二丁目２番１号 有効

4070 ビーム計画設計株式会社 岐阜県岐阜市加納栄町通七丁目３０番地 有効 有効

3185 株式会社ビケンテクノ 大阪府吹田市南金田２丁目１２番１号 有効

3475 有限会社ビスコム 兵庫県明石市大久保町大窪 250-01パレロワイヤル壱番館２０４

5097 備前グリーンエネルギー株式会社 岡山県備前市東片上３９－６ 有効 有効

4239 美創建築設計事務所 兵庫県加古川市加古川町西河原３４番地ＧＰ加古川３Ｆ－Ｉ

4885 有限会社ビデオクラフト 兵庫県神戸市中央区北野町３丁目２番５号Ｂ・Ｋプラザ１階

15 株式会社ビリーブ 加古川市志方町志方町７４２－１ 有効

3524 有限会社ビルペット 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町３丁目 3-17カレッジビル

506 株式会社ピーエス三菱 神戸営業所 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 有効

2291 株式会社ピーエムコンサルタント 神戸支店 兵庫県神戸市中央区八幡通３丁目２‐５ＩＮ東洋ビル５階 有効

707 ピーシー橋梁株式会社 神戸営業所 兵庫県尼崎市東難波町５－１７－１８

4705 株式会社ピーナッツ 兵庫県養父市八鹿町八鹿１０９７－８ 有効

230 ピアサービス株式会社 兵庫県明石市松の内１丁目 1番地26

4702 ファーストリネンサービス株式会社 兵庫県神戸市須磨区中落合２－２－５ 有効

4736 株式会社ファインシステム 兵庫県加古川市加古川町平野１８５－１

2069 株式会社ファノバ 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区元町通３－１７－８ 有効 有効

4903 フォトスタジオプリンセス神戸 兵庫県神戸市中央区京町７９

2274 株式会社吹上技研コンサルタント 神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区甲南台２－１８ 有効

617 福井建設株式会社 兵庫県養父市薮崎１６６ 有効

5264 株式会社フクシ・エンタープライズ 兵庫営業所 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口６－１ベラ・カーサＢ１０１ 有効

5071 株式会社福谷建設 兵庫県加古川市平荘町小畑３３８－１ 有効

389 株式会社福田組 大阪支店 大阪府大阪市北区豊崎５丁目４番９号

4076 福田総合コンサルタント株式会社 兵庫支社 兵庫県尼崎市神田中通３丁目８０ダイシンマンション７０１号室 有効

4730 フクダ電子兵庫販売株式会社 兵庫県神戸市中央区港島南町６－５－３ 有効

252 福田道路株式会社 関西支店 大阪府大阪市浪速区難波中三丁目９番１号

4037 福田屋石油株式会社 兵庫県養父郡八鹿町八鹿208

3277 株式会社フクトク 大阪府堺市美原区南余部 53番地の3

4787 福本建設株式会社 兵庫県明石市二見町西二見字町ノ坪６６０－４ 有効

4607 株式会社福山臨床検査センター 神戸支所 兵庫県神戸市兵庫区下沢通７丁目１－１０オフィスＭ 有効

173 株式会社福吉組 本店 兵庫県姫路市飾磨区清水二丁目１０３

511 富国工業株式会社 姫路営業所 兵庫県姫路市岡田字堂田６３２－１ 有効 有効

789 富国合成塗料株式会社 兵庫県神戸市兵庫区永沢町３－７－１９ 有効 有効

495 株式会社伏見工業 兵庫県神戸市西区長畑町９－２ 有効

4483 株式会社フジイ 兵庫県加東市吉馬１７８８番地の１

3562 藤井印刷所 兵庫県明石市魚住町住吉２丁目 14-3

786 藤井設備工業株式会社 兵庫県小野市敷地町１３８２ 有効

524 藤井電機株式会社 兵庫県朝来市山東町末歳７０５番地の１ 有効

3189 株式会社藤井ポンプ製作所 兵庫県姫路市白国２丁目１３－１ 有効



3969 不二化学薬品株式会社 尼崎営業所 兵庫県尼崎市額田町３－１

622 株式会社藤木工務店 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区浜辺通４－１－２３－６０１ 有効

142 株式会社富士グリーンテック 西日本支店 大阪府大阪市西区阿波座１－１３－１３ 有効

308 富士建設工業株式会社 新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６

5131 有限会社富士工業所 兵庫県赤穂市北野中１３６－１ 有効

3674 富士コンピュータ株式会社 兵庫県加古川市加古川町稲屋７９０－１ 有効

5173 藤澤工業株式会社 兵庫県神崎郡福崎町西田原１９４６－１ 有効

234 富士産業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港北２－１－１０ 有効 有効

3191 富士商会 兵庫県高砂市高砂町高瀬町１５６５ 有効

3539 富士重工業株式会社

エコテクノロ

ジーカンパニー

販売促進部 関西

営業所

兵庫県尼崎市西川１－１－２４

2332 富士測量株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区東川崎町５－１０－９

118 株式会社フジタ 神戸総合営業所 兵庫県神戸市中央区江戸町９５番地 有効

4869 株式会社藤田建築設計事務所 大阪府大阪市淀川区東三国１丁目２７－１

3977 藤田酸素工業株式会社 播磨営業所 兵庫県加古郡播磨町新島２２

4743 有限会社藤田設計 兵庫県明石市魚住町清水５３５番地の６

228 フジタ道路株式会社 大阪支店 大阪府大阪市北区西天満５－６－４ 有効

2238 フジ地中情報株式会社 大阪支店 大阪府箕面市船場東三丁目４番１７号 有効 有効

632 富士通株式会社 関西支社 大阪市中央区城見２丁目２番６号富士通関西システムラボラトリ

4348 富士通株式会社 姫路支店 兵庫県姫路市南駅前町１００番地姫路パラシオ第２ビル

3919 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 関西支社 大阪府大阪市北区中之島２丁目２番２号大阪中之島ビル 有効

3301 富士通エフ・オー・エム株式会社
関西・中部支社

神戸営業所

兵庫県神戸市中央区東川崎町１－７－４ハーバーランドダイヤニッセ

イビル

2 株式会社富士通エフサス 西日本本部 大阪府大阪市中央区城見２丁目２番２２号

3318 株式会社富士通エフサス
西日本ビジネス

本部神戸支社
神戸市中央区東川崎町１－７－４ 有効

3380 富士通コワーコ株式会社
関西支店神戸オ

フィス

兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目 7-4ハーバーランドダイヤニッセイ

ビル

4411 富士通Ｊａｐａｎ株式会社
大阪第一統括ビ

ジネス部
大阪府大阪市中央区城見２丁目２番６号 有効

3709 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 兵庫支社 兵庫県神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザＥＡＳＴ 有効

721 株式会社富士通ゼネラル

近畿情報通信

ネットワーク営

業部

大阪府松原市西野々２丁目１番４５号 有効 有効

3280 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目７番４号

3608 フジテコム株式会社 大阪支店 大阪府大阪市北区西天満３－１３－１８ 有効

4349 フジテック株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区加納町４－２－１神戸三宮阪急ビル 有効 有効

3283 富士鉄工株式会社 大阪府大阪市城東区鴫野西２丁目 12番4号

3284 富士電機ＩＴソリューション株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区浜辺通５－１－１４ 有効

474 富士電機株式会社 関西支社 大阪府大阪市福島区鷺洲１－１１－１９

146 株式会社富士電気商会 兵庫県加古郡播磨町野添１６５６番地の４ 有効 有効

268 富士電機総設株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市兵庫区芦原通４－１－１７

1038 富士電機水環境システムズ株式会社
西日本営業部関

西支店
大阪府大阪市福島区鷺洲１丁目 １１番１９号

409 株式会社富士土木興業 兵庫県加古川市加古川町寺家町３５２－７ 有効

4328 不二熱学工業株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市灘区岩屋中町４－２－７シマブンビル１３階 有効

570 不二熱学サービス株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市灘区岩屋中町４丁目２番７号 有効 有効

356 株式会社富士ピー・エス 兵庫営業所 兵庫県神戸市中央区磯辺通２丁目２番１２号－３０３号

3193 富士フイルムシステムサービス株式会社
公共事業本部 関

西支店
大阪府大阪市西区土佐堀２丁目２番１７号 有効

3274 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 兵庫支社 兵庫県神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号 有効

3987 富士プレート株式会社 兵庫県加古郡播磨町古宮７丁目７番６号 有効

4398 フジプレ販売株式会社 兵庫県たつの市新宮町光都１－４９０－１９

3755 株式会社フジマック 神戸営業所 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通３丁目３番１７号 有効

479 株式会社藤本組 兵庫県加古郡播磨町北野添３－１４－５ 有効

135 株式会社フジヤ號 兵庫県加古川市加古川町北在家２０５５ 有効 有効

5258 株式会社フジヤマ 名古屋支店 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 有効

4332 藤吉工業株式会社 大阪支社 大阪府吹田市広芝町１５－１２五葉江坂ビル３階

4782 藤原黒板 加古川市加古川町寺家町６１４

273 株式会社フソウ 大阪支社 大阪市西区靭本町１－４－１２ 有効 有効

4446 扶桑建設工業株式会社 大阪支社 大阪府大阪市西区西本町１丁目３番１０号第五富士ビル

236 扶桑電通株式会社 関西支店 大阪市中央区備後町２－６－８サンライズビル 有効

3285 扶桑電通株式会社 姫路営業所 兵庫県姫路市南駅前町１００姫路パラシオ第２ビル 有効

4797 株式会社二神建築事務所 兵庫県姫路市安田四丁目１００番地 有効



466 株式会社双葉 兵庫県丹波市氷上町谷村８９７－１ 有効

4074 株式会社フタバ設計 兵庫県南あわじ市福良甲５１８番地５ 有効

2072 復建調査設計株式会社 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区御幸通６－１－１５御幸ビル 有効

5078 不動産鑑定調査サービス 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字門口６－５－２０５ 有効

2330 株式会社不動産評価システムズ 兵庫県加古川市加古川町北在家２２４０番地 有効

282 株式会社不動テトラ 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区磯辺通２丁目２－３ 有効

2142 株式会社不二設計コンサルタント 兵庫営業所 兵庫県神戸市北区有野台７－１６－８ 有効

3188 株式会社フューチャーイン 関西支店 兵庫県神戸市中央区京町７４京町７４番ビル９Ｆ 有効

5030 有限会社フラーム フラワーショップ野いちご 兵庫県明石市二見町東二見７１５－１フローラルシティＥ－１０１

4949 有限会社フラット 兵庫県明石市魚住町住吉２丁目１１－１ 有効

4269 株式会社フルキャスト 三宮支店 兵庫県神戸市中央区雲井通６－１－５

2109 株式会社古田建築設計事務所 兵庫県加古川市平岡町新在家１１９２－４４

3594 株式会社フレックス 兵庫県西宮市宮前町８－３６ 有効

4737 株式会社武揚堂 大阪支店 大阪府大阪市中央区内本町１－２－１３ 有効 有効

673 株式会社ブリジストンアイピーオー 大阪府大阪市中央区南船場４丁目 １２番８号

4031 ブリヂストンタイヤサービス西日本株式会社
タイヤサービス

加古川店
兵庫県加古川市尾上町養田１６１５－１

4583 株式会社ブリッジコーポレーション
京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５ー３大同生命京都ビル６

階

4867 株式会社ブレインサービス 大阪府大阪市西区阿波座二丁目４番２３号 有効

4628 株式会社ブロードリンク 東京中央区日本橋室町四丁目３番１８号東京建物室町ビル８階

4879 株式会社文化財サービス 京都府京都市伏見区北端町５８番地 有効 有効

329 文化シャッター株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区中町通２丁目 1-18

3373 文化シヤッターサービス株式会社
関西サービス支

店
大阪府東大阪市長田東１－３－２８ 有効 有効

3602 株式会社文化堂 兵庫県姫路市二階町２６番地 有効

4387 株式会社プランテック 本社 大阪府大阪市西区京町堀１丁目６番１７号

4231 株式会社プランニング・パック 兵庫県姫路市辻井１－１－２３

3872 プロアーツ 兵庫県神戸市西区小山３－７－１－２０６

4156 有限会社プロテック 兵庫県加古郡播磨町二子３９１－５

4278 株式会社プロポーザル 和歌山県和歌山市布施屋６６９番地の３

2324 有限会社平成開発設計 兵庫県姫路市飾東町庄３１８番地３

4493 株式会社平成技研 滋賀県大津市札の辻４番１６号日赤前シブヤビル２階

471 平成建設株式会社 兵庫県加古川市尾上町池田４０１番地

4586 株式会社平荘建設 兵庫県加古川市平荘町上原２８５

4777 株式会社平和ＩＴＣ 兵庫営業所 兵庫県姫路市玉手１丁目１７１番地１０７ 有効

3286 株式会社平和堂運動具店 兵庫県姫路市二階町 67

4080 株式会社ヘッズ 神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区深江本町２丁目９番１０号

4163 株式会社ヘルスプロモーション
兵庫県神戸市中央区港島南町５丁目５－２神戸国際ビジネスセンター

６５５号
有効

5088 ＨＥＮＮＧＥ株式会社 東京都渋谷区南平台町１６－２８ 有効

4991 ベスト商会 兵庫県高砂市伊保崎４丁目９－２８

4333 株式会社ベスト創美 兵庫県加古川市八幡町中西条１０９３－１１ 有効

4798 株式会社ベネッセコーポレーション 小中学校事業部 東京都新宿区西新宿２－１－１新宿三井ビルディング 有効

484 別府造園土木有限会社 兵庫県加古川市尾上町養田６１６番地 有効

3721 別府タクシー株式会社 兵庫県加古川市別府町西脇二丁目６番地 有効

5204 株式会社ベルアート 兵庫県神戸市垂水区本多聞３丁目９番７号 有効

4716 ベル・データ株式会社 東京都新宿区西新宿２－１－１新宿三井ビル

4528 有限会社ペン・テック 兵庫県姫路市飾磨区高町２丁目１５番地の４

3198 ペンタフ株式会社 大阪府大阪市北区大淀中１－７－１０ 有効 有効

4641 株式会社ホープ 福岡県福岡市中央区薬院１－１４－５ＭＧ薬院ビル７Ｆ

3715 株式会社ホーユー 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２７－２１

4844 保安テック株式会社 兵庫県神戸市中央区相生町４丁目２番２８号

4759 株式会社法研 東京都中央区銀座１－１０－１法研ビル 有効

4695 豊国産業株式会社 兵庫県明石市大明石町１丁目２番３３号

145 芳成建設工業株式会社 兵庫県姫路市家島町真浦 ２１５１－７

541 株式会社ほうらい電気 兵庫県加古川市平岡町中野６８４－６ 有効 有効

726 株式会社ホカリ 西宮市室川町４番２０号３０２ 有効 有効

83 北神吉田建設株式会社 兵庫県神戸市北区道場町日下部 １０１１番地

4014 北勢工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区向洋町東２丁目７番地８号

4248 株式会社ホクト 兵庫県朝来市和田山町枚田６６９－１ 有効

2115 北斗測量設計株式会社 兵庫県姫路市北夢前台１－１４６

3781 北陸航空株式会社 福井県小浜市高塚 第６６－２０若狭ヘリポート内

3666 財団法人北陸体科学研究所 石川県小松市八幡イ１３番地１

3822 株式会社星コンサルタント 兵庫県神戸市西区大沢１丁目４－５

3287 ホシザキ阪神株式会社 大阪府大阪市淀川区木川東３－１－３４ 有効

192 株式会社星村建設 兵庫県三木市福井 ２１４９－１

2267 株式会社補償工学研究所 神戸市須磨区多井畑字地獄谷１２－２ＣＮＣビル３０３号 有効

4320 細川建設株式会社 兵庫県加古川市東神吉町神吉８２３ 有効

4857 堀田建設株式会社 兵庫支店 兵庫県尼崎市開明町２丁目３５番地１サークル開明町ビル２階 有効



5230 株式会社堀通信 京都府福知山市字天田３９１番地の乙株式会社 堀通信 有効

3308 本田ユニフォーム 兵庫県小野市育ケ丘町 1475－272

297 株式会社本間組 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区御幸通６－１－１５御幸ビル 有効

3372 株式会社ボーサイサービス 兵庫県加古川市加古川町南備後７８－３２ 有効

4438 株式会社ボーダーリンク 埼玉県さいたま市大宮区下町２丁目１６番地１ＡＣＲＯＳＳ８階 有効

4302 株式会社防災センター 兵庫県姫路市坂田町４５番地 有効

4291 防長商事株式会社 大阪支店 大阪府大阪市北区堂島浜２－１－８古河浜通ビル６階

5209 母子モ株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 有効

4293 株式会社ボスコフードサービス 香川県三豊市詫間町詫間６７５番地５２

4760 ボディショップマスイ 兵庫県加古川市野口町北野７１－１

5229 ポートスタッフ株式会社 本社 兵庫県神戸市中央区磯上通七丁目１番３０号三宮フコク生命ビル６階 有効

3933 株式会社マーク 岐阜県美濃加茂市森山町三丁目１２番１号 有効

4284 株式会社毎日新聞大阪センター 大阪市北区梅田３丁目４番５号毎日新聞ビル

4112 毎美エンジニアリング株式会社 本社 大阪府大阪市福島区海老江５丁目４番８号

369 前川建設株式会社 兵庫県加古川市野口町良野１５０６ 有効

507 前川造園土木株式会社 兵庫県加古川市平荘町里５４１番地の４ 有効 有効

61 株式会社前澤エンジニアリングサービス 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区宮原３丁目５番２４号新大阪第一生命ビル 有効

4544 前澤給装工業株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市西淀川区御幣島１丁目９番４号

443 前澤工業株式会社 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原３－５－２４新大阪第一生命ビル 有効

229 前田組 兵庫県揖保郡太子町老原６１１番地の１ 有効

111 前田建設株式会社 兵庫県姫路市花田町小川３４３－３ 有効

275 前田建設株式会社 兵庫県丹波市山南町池谷１０８ 有効

390 前田建設工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区播磨町４９番地 有効

4977 株式会社前田産業 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原４－１－４５新大阪八千代ビル５階Ｊ号室 有効

99 株式会社前田造園土木 兵庫県三木市別所町下石野９７２－１ 有効

2251 株式会社前田都市設計 兵庫事務所 兵庫県神戸市東灘区本山北町２丁目１４－１９ 有効

656 前田道路株式会社 兵庫営業所 兵庫県神戸市西区伊川谷町布施畑下谷山９７２

544 株式会社前田土木 兵庫県加古郡播磨町古田３－２４－３５ 有効

620 真柄建設株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市北長狭通４－７－３２ＨＧビル

2299 牧草コンサルタンツ株式会社 兵庫営業所 兵庫県豊岡市大手町１－２７ ２０１号

4937 牧草総合設計株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区磯辺通４丁目１－８Ｉ．Ｔ．Ｃビル 有効

519 株式会社マコト電気 大阪府大阪市北区梅田３－４－５ 有効 有効

4683 株式会社正光 兵庫県姫路市夢前町前之庄１３９０ 有効

4941 増岡亮建築設計事務所 兵庫県西脇市水尾町２１番地

700 株式会社益田工務店 兵庫県神戸市中央区二宮町１－２－３ 有効

251 マスダ道路株式会社 兵庫県加古川市別府町西脇１６２番地 有効 有効

1027 マスプロ電工株式会社 大阪支店 大阪府大阪市浪速区日本橋東２－５－２

2016 株式会社間瀬コンサルタント 神戸営業所 兵庫県神戸市北区山田町小部字妙賀５－２ 有効

477 有限会社松井商工 兵庫県加古川市平岡町中野４１－３

485 松井綜建株式会社 兵庫県加古郡稲美町印南 １７４７番地

4944 ｍａｔｓｕｕｒａ株式会社 兵庫県姫路市四郷町東阿保１３９１－２ 有効 有効 有効

4175 マツウラデンキ 兵庫県朝来市和田山町竹田１１６－１

4459 松岡建築事務所 兵庫県加古郡播磨町東本荘３丁目４－１２ 有効

4630 株式会社松尾敬二商店 京都府京都市中京区西ノ京職司町６１番地

4481 松尾電設工業株式会社 兵庫県神戸市兵庫区芦原通２－２－３

5034 松崎不動産鑑定所 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘７丁目７番１３号

316 株式会社マツシタ 兵庫県加古郡播磨町大中 540番地の5

2137 有限会社マッシュ 兵庫県加古川市加古川町北在家２４６２西海ビル３Ｆ

743 株式会社松田組 兵庫県西宮市高松町２０－２１ 有効

1015 株式会社マツダ建設 兵庫県三田市池尻２５ 有効 有効

4222 松田測量登記事務所 兵庫県加古郡稲美町印南１３４番地の３

756 松田土木工業株式会社 兵庫県姫路市広畑区小松町２－４６ 有効

2009 株式会社松田平田設計 大阪事務所 大阪府大阪市西区西本町１－４－１ 有効

119 株式会社松野組 兵庫県神戸市中央区相生町４－５－２松野ビル

293 松原熔工株式会社 兵庫県加古郡稲美町印南１３７１番地 有効

2136 松前測量登記事務所 兵庫県加古川市加古川町北在家２４６２西海ビル３Ｆ

4124 株式会社松村組 大阪本店 大阪府大阪市北区天満１丁目３番２１号 有効

602 株式会社松村電機製作所 関西支店 大阪府大阪市北区天満２－１２－１６

5058 松本伊株式会社 兵庫県南あわじ市榎列大榎列５００－１ 有効

4825 株式会社マツモトエンジニアリング 兵庫県神戸市中央区南本町通２丁目１番３号

407 株式会社松本組 兵庫県西宮市津門大箇町４－１０

5072 株式会社松本組 兵庫県朝来市伊由市場５１４－１ 有効

177 松本建設株式会社 兵庫県西宮市中須佐町２－３３

4460 松本建設株式会社 兵庫県神戸市中央区南本町通２丁目１番３号

49 松本建設株式会社 兵庫県姫路市実法寺３３９番地 有効

3199 松本鋼機株式会社 明石営業所 明石市魚住町錦ヶ丘１－１２－７

139 株式会社松本工務店 兵庫県加古川市野口町二屋３３６ 有効

3873 株式会社松本コンサルタント 宝塚支店 兵庫県宝塚市御殿山３－２０－８ 有効 有効

101 松本設備株式会社 兵庫県加古川市別府町別府９１２番地の３ 有効

783 的場商事株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区多聞通３丁目２番９号２０６号 有効 有効

4428 株式会社マニックス 兵庫県神戸市長田区御屋敷通５丁目１番１６号 有効



3426 まねき食品株式会社 東播磨営業所 兵庫県加古川市野口町良野１５２４番地アーク平野Ａ－５ 有効

28 株式会社マルイチ 兵庫県南あわじ市湊９８８ 有効

2135 丸一調査設計株式会社 兵庫支店 兵庫県加東市梶原３８８ 有効

2023 株式会社丸尾計画事務所 兵庫県姫路市小姓町１６ 有効 有効

5077 株式会社丸川建築設計事務所 大阪事務所 大阪府大阪市中央区南船場三丁目６番２５号

1030 丸島産業株式会社 大阪府大阪市中央区谷町５－３－１７ 有効

3201 有限会社圓商 兵庫県加古川市尾上町長田３４０番地３ 有効

167 丸正建設株式会社 兵庫県神戸市長田区房王寺町７－２－７ 有効

770 株式会社マルゼン 神戸営業所 兵庫県神戸市長田区若松町２－１－９ピアザビル２階 有効

3610 丸善株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区磯上通４丁目 １番６号

4377 株式会社マルゼン 大阪支店 大阪市西区西本町二丁目６－８

3020 丸善管工器材株式会社 西宮営業所 兵庫県西宮市鳴尾町５丁目２番１０号

4988 株式会社マルツ電波 関西支店 兵庫県尼崎市南塚口町７－２７－５ 有効 有効

4374 有限会社マルト綜建 兵庫県加古川市東神吉町神吉８２３番地の２６６ 有効

4963 株式会社丸八 広島県福山市松永町３５１番地の３ 有効

4932 株式会社丸菱行政地図 東京都台東区池之端２－５－４１ 有効

4734 丸文ウエスト株式会社 兵庫県神戸市中央区海岸通２－２－３東和ビル

1002 丸茂電機株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市北区西天満４－１１－２３満電ビル８階

3302 丸山印刷株式会社 本社営業部 兵庫県高砂市神爪１丁目１１番３３号 有効

100 株式会社マルヤマ建設 兵庫県加古川市平岡町新在家２７７－２ 有効

417 丸山造園土木株式会社 兵庫県高砂市米田町古新３２９番地 有効

5222 有限会社マルヨシ製パン所 兵庫県加古川市尾上町口里１６６ 有効

4255 マンパワーグループ株式会社 姫路支店 兵庫県姫路市白銀町５０番地日本生命姫路ビル７階 有効

3360 株式会社まんぼう 神戸市東灘区魚崎南町３－２－３ 有効

3202 株式会社三浦消防 兵庫県姫路市龍野町一丁目１番地の２ 有効

705 株式会社三枝設備工業所 兵庫県高砂市曽根町 722

4017 三重中央開発株式会社 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 有効

179 三木建設株式会社 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町４丁目 ５番１６号

596 美樹工業株式会社 兵庫県姫路市北条９５１番地１ 有効

400 株式会社ミコー総合開発 兵庫県加西市鶉野町 2190－1

4196 ミザック株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市兵庫区湊町４丁目２－１２ 有効 有効

4314 株式会社三島製作所 大阪府大阪市西淀川区姫島３－７－１１

4122 株式会社三島塗建工業 兵庫県加古川市平荘町一本松５２３ 有効

4169 三角工業株式会社 大阪府岸和田市土生滝町九番地

631 株式会社水処理管理センター 本社 大阪府大阪市北区南森町１－４－１０ 有効

774 美津濃株式会社 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目１２番３５号 有効

4336 有限会社水野屋運輸建設 兵庫県姫路市夢前町菅生澗１５４０－６

4131 株式会社ミズハ 奈良県大和郡山市筒井町９３３番地１

600 水穂工業株式会社 奈良県橿原市曽我町７２９－４ 有効

3858 みずほコンサルタント株式会社 姫路営業所 兵庫県姫路市四郷町見野８７２－１

4969 株式会社ミゾタ 大阪支店
大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目５番２８号新大阪テラサキ第３ビル

７０３号室
有効

3867 株式会社三貴不動産鑑定 明石市本町２丁目１番７号熊本ビル４階 有効

3291 ミタチパッケージ株式会社 兵庫県姫路市東今宿１丁目３番３号 有効

3985 三谷コンピュータ株式会社 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３ 有効

2001 三井共同建設コンサルタント株式会社 神戸事務所 兵庫県神戸市中央区北長狭通５丁目２番１９号 有効

217 三井住建道路株式会社
関西支店神戸営

業所
兵庫県神戸市東灘区御影本町１丁目１２番２１号

214 三井住友建設株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区小野柄通３－２－２２ 有効

4871 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 東京都港区芝浦一丁目２番３号 有効

3110 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 有効

4007 三菱重工フォークリフト販売株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２９番３号

112 三菱電機株式会社 兵庫支店 兵庫県神戸市中央区浪花町５９番地 有効

5216 三菱電機クレジット株式会社 関西支店 大阪府大阪市福島区福島７丁目２０番１号 有効

258 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 関西支社 大阪府大阪市北区天満橋１－８－３０ 有効 有効

4799 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 東京都荒川区荒川７－１９－１ 有効

4381 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 西日本本部 大阪府大阪市北区堂島２－２－２ 有効 有効

3691 三菱ふそうトラック・バス株式会社
近畿ふそう姫路

支店
兵庫県姫路市花田町一本松字牛塚17

1007 三菱マテリアルテクノ株式会社 生野事業所 兵庫県朝来市生野町口銀谷９８５－４

2190 ミツヤ設計株式会社 兵庫県加古川市加古川町北在家７８７－２ 有効

4368 有限会社ミツヤ測量 兵庫県宝塚市中州１－４－２７

4396 株式会社ミツワ 兵庫県高砂市百合丘１－６２－１ 有効

3567 ミツワ化成株式会社 兵庫県加東市大門３６１－１

3412 ミドリ安全株式会社 加古川支店 兵庫県加古川市平岡町二俣６８６－１ 有効

4379 株式会社緑建設 兵庫県加古川市東神吉町神吉８２３番地の２６６

2073 みなとアセットリサーチ株式会社 兵庫県神戸市須磨区戎町２－２－６

392 港建設株式会社 兵庫県神戸市西区平野町常本１－５７ 有効

655 湊建設工業株式会社 兵庫県神戸市長田区西尻池町２－３－３０ 有効

4334 ミナト建設工業株式会社 兵庫県加古郡稲美町国安２丁目６０番地 有効

522 港興業株式会社 兵庫県明石市朝霧北町 ３７７７番地の９２



3464 ミナト消毒株式会社 兵庫県神戸市須磨区東白川台２丁目２０番３ 有効

4338 ミナト電機工業株式会社 兵庫県姫路市飾磨区入船町２番４ 有効

733 ミナト電気工事株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町６－１－１２

486 湊ハマ株式会社 兵庫県姫路市立町２１番地 有効

2029 南大阪コンサルタント株式会社 大阪府岸和田市宮前町２０番２０号

5012 株式会社南大阪電子計算センター 大阪府貝塚市脇浜４丁目２番２２号 有効

4448 宮垣鋼器株式会社 姫路営業所 兵庫県姫路市緑台１丁目１９－１８ 有効

351 株式会社宮宅建設 兵庫県加古川市尾上町長田 ５２６－１８

784 三宅建設株式会社 兵庫県加古川市加古川町大野１２１６－１ 有効

5047 株式会社三宅工務店 兵庫県加西市北条町西高室５５０－７

4081 都コンサルタント株式会社 兵庫営業所 兵庫県神戸市長田区大橋町５－３－１ ４０５

3205 株式会社宮崎進々堂 兵庫県姫路市花田町加納原田９０３－２

3892 株式会社宮下組 兵庫県加古川市上荘町都染７１４番地の２

463 有限会社宮路電工システム 兵庫県加古郡播磨町野添城３丁目 ５番２０号

4221 株式会社ミヤ測量設計 兵庫県小野市浄谷町１６２３

3206 宮野医療器株式会社 神戸市中央区楠町５－４－８

562 宮本株式会社 兵庫県小野市市場町 １２９８

24 株式会社宮本組 兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町１－１７ 有効

2188 株式会社宮本設計 兵庫県宝塚市野上１丁目２番７号宮本ビル 有効

5156 ミヤモトテクニカ 兵庫県加古川市野口町良野６７１－５ 有効

2013 有限会社宮脇測量設計 兵庫県加古川市加古川町北在家 ２７０６番地

4465 有限会社明上電気工業 兵庫県明石市二見町東二見２７４番地の１ 有効

4789 株式会社ミヨシ 大阪府大阪市浪速区桜川４丁目１０番２７号 有効

5253 ミラ株式会社 徳島県徳島市川内町平石住吉２０９番５ 有効

4116 みらい建設工業株式会社 大阪支店 大阪府大阪市北区大淀南一丁目４番１５号 有効

5252 株式会社ミライ電工 兵庫県明石市魚住町西岡６２７番地の１ 有効 有効

3799 株式会社ミライト 兵庫支店 兵庫県神戸市兵庫区大開通一丁目１番１号 有効

732 株式会社ミライト・テクノロジーズ 兵庫支店 兵庫県神戸市東灘区向洋町西三丁目１番１０号

3207 三輪運輸工業株式会社 加古川支店 兵庫県加古川市金沢町６番地

4826 三輪電機興業株式会社 兵庫県姫路市城東町６０番地の１

4671 ミント不動産鑑定 兵庫県高砂市荒井町蓮池２丁目５番１号 有効

4422 株式会社ムサシ 大阪支店 大阪府東大阪市長田中三丁目６番１号

3870 株式会社無線放送設計事務所 神奈川県横浜市中区相生町１－１小原ビル

4354 村井測量設計株式会社 播磨営業所 兵庫県神崎郡神河町杉１１２－８

4796 ムラカミ 神戸市兵庫区新開地５－３－２２

4134 株式会社村上建装 兵庫県神戸市中央区花隈町１３－１１

4220 株式会社村上建築設計室 兵庫県姫路市元塩町１２０番地 有効

453 株式会社村上工務店 兵庫県神戸市兵庫区三川口町２丁目４番８号 有効

102 村上設備工業株式会社 兵庫県加古川市平岡町新在家１９０６

4135 村本建設株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区磯辺通１－１－１８ 有効

4604 株式会社ムラヤマ 大阪支店 大阪府大阪市西区土佐堀一丁目４番１１号金鳥土佐堀ビル 有効 有効

5272 株式会社メーサイ 兵庫事業所 兵庫県神戸市東灘区森北町１－６－１８－１ 有効

433 有限会社メイカン 兵庫県伊丹市森本１－５３－４ 有効 有効

578 明機産業株式会社 兵庫県明石市北王子町９－１ 有効 有効

2201 株式会社メイケン 兵庫県神戸市東灘区深江本町３丁目５番２５号

4399 明建産業株式会社 兵庫県姫路市大黒壱丁町１４ 有効 有効

3209 明光印刷株式会社 兵庫県明石市二見町南二見１７－１４ 有効

448 株式会社明幸園 兵庫県明石市魚住町清水字西宿１９２１ 有効 有効

514 名工建設株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区北長狭通５－２－１９コフィオ神戸元町５０３

3731 明興産業株式会社 兵庫県神戸市長田区苅藻通１丁目 ３番１号

427 株式会社メイショク 兵庫県明石市二見町東二見 1101-1

708 明治コンサルタント株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区坂口通４－１－１９ 有効

4350 明治コンサルタント株式会社 大阪支店 大阪府池田市呉服町１０－１４

3210 株式会社明城製作所 兵庫県姫路市西今宿一丁目１１‐５５ 有効

4360 株式会社メイセイコンサルタント 兵庫県加東市上久米８２４番地

2164 株式会社明大設計コンサルタント 兵庫県明石市大久保町松陰１１０―１ 有効

5157 メイツ株式会社 兵庫県加古郡播磨町北野添２丁目３－１４ 有効

4892 名鉄協商株式会社 関西支社
大阪府大阪市淀川区西中島５丁目１４番５号ニッセイ新大阪南口ビル

６階
有効

4650 株式会社明電エンジニアリング 関西支社 兵庫県尼崎市西長洲町１－１－１ 有効 有効

4746 株式会社明電エンジニアリング東日本 東京都品川区大崎３－７－９

4858 明電機工株式会社 兵庫県明石市二見町福里６８５－３ 有効

204 株式会社明電舎 関西支社 大阪市中央区瓦町４－２－１４

4822 明電ファシリティサービス株式会社 阪神営業所 兵庫県尼崎市西長洲町１－１－１

4543 株式会社名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号 有効

4521 株式会社銘木熊谷 兵庫県姫路市南条２丁目１２２

5184 株式会社明友技建 兵庫県神戸市中央区海岸通１丁目２―１９東洋ビルディング 有効

3878 明洋測量設計株式会社 兵庫県三木市別所町朝日ヶ丘1-76

333 明陵建設株式会社 兵庫県明石市大久保町高丘１丁目１３－８ 有効

3672 明菱興業株式会社 稲美営業所 兵庫県加古郡稲美町和田 ４１５－３

363 株式会社明和工務店 兵庫県神戸市中央区港島中町７－４－３ 有効

3805 メタウォーター株式会社 関西営業部 大阪府大阪市北区小松原町２番４号大阪富国生命ビル 有効 有効



5147 株式会社メディヴァ 東京都世田谷区用賀２丁目３２番地１８号グレース用賀３０４号 有効

5208 株式会社メディカル・コンシェルジュ 神戸支社 兵庫県神戸市中央区加納町４－２－１神戸三宮阪急ビル１０階 有効

3334 メディカルサポート 兵庫県明石市大久保町江井島７９７－１０

4923 有限会社メディスコ 兵庫県川辺郡猪名川町上野字愛宕山２番地の４ 有効

3088 株式会社メディセオ 加古川支店
兵庫県加古川市平岡町高畑４５１－２１株式会社メディセオ 明石ＦＬ

Ｃ
有効

3061 株式会社メディックス 兵庫県高砂市米田町米田４１０番地の１

3651 株式会社メディブレーン 大阪府大阪市中央区徳井町二丁目４番１４号 有効

4920 株式会社メフォス 東京都港区赤坂２丁目２３番１号 有効

36 メルコ・コントロール・プロダクツ株式会社 兵庫県姫路市白浜町乙３３５番地の４

4542 株式会社モスエ 兵庫県姫路市北今宿２丁目６番８号

553 株式会社モノポリス森下組 兵庫県加古川市野口町野口１３４番地の１０ 有効

3211 有限会社モリイ 兵庫県加古川市加古川町中津８４５－１１ 有効

4495 株式会社森エンジニアリング 兵庫営業所 兵庫県川西市小戸２－５－１５小戸マンション５階 有効

3783 株式会社森岡楽器 加古川店 兵庫県加古川市東神吉町出河原８６２イオンタウン加古川

4344 株式会社株式会社森岡造園 兵庫県神戸市西区押部谷町高和５３６－２ 有効

727 株式会社森川鑿泉工業所 大阪府摂津市千里丘１－６－１７ 有効

4084 株式会社モリカワソイル 大阪府摂津市千里丘１－６－１７

199 株式会社森組 阪神営業所 兵庫県西宮市塩瀬町生瀬 1131

523 株式会社森組 兵庫県神戸市須磨区北落合５丁目 ２１番１６号

715 株式会社森崎組 兵庫県赤穂市東浜町６１ 有効

3482 株式会社モリタエコノス 関西支店 大阪府八尾市神武町２番６８号 有効

106 森田園芸 兵庫県加古川市平岡町土山６８４－１ 有効 有効

5176 森田会計事務所 奈良県奈良市油阪町４５６番地第２森田ビル４階 有効

3212 株式会社モリタ 関西支店 兵庫県三田市テクノパーク２番地の３

377 森田造園土木株式会社 兵庫県三木市志染町青山５丁目 ２２番地の５

3851 株式会社モリタ 西日本営業部 大阪府八尾市神武町１番４８号

593 株式会社森長組 関西支店 兵庫県神戸市中央区港島南町３丁目３番地の２ 有効

4127 株式会社森津工務店 兵庫県丹波市山南町小野尻３３４－１ 有効

4994 有限会社森の家 兵庫県朝来市和田山町枚田７５６

3801 森松工業株式会社 岐阜県本巣市見延１４３０－８ 有効

72 株式会社森本組 大阪支店 大阪市北区天満１－２５－１７ 有効

827 株式会社森本興業 兵庫県加古川市加古川町本町 １８０－１

4590 有限会社森山建材 兵庫県加古川市加古川町寺家町３５２－７

4035 ヤカ紙工株式会社
シール印刷事業

部
兵庫県姫路市的形町的形１７６８－２４

3294 株式会社やぎ楽器 東加古川店 兵庫県加古川市平岡町新在家７３－５ 有効

4375 柳生設備株式会社 兵庫支店 兵庫県伊丹市南野６丁目８番３６号 有効

3213 株式会社葯信社 大阪市中央区博労町１－２－８ 有効

87 ヤシロ建設株式会社 本店事務所 加東市社４１７

2185 株式会社安井建築設計事務所 大阪府大阪市中央区島町２－４－７ 有効

4720 株式会社安川電機 大阪支店 大阪府大阪市北区堂島２－４－２７

2002 株式会社ヤス測量設計 兵庫県姫路市白鳥台２丁目１２番３号 有効

382 安田株式会社 姫路支店 兵庫県姫路市網干区浜田１２２３番地の２３ 有効

4898 安田株式会社 大阪支店 大阪府大阪市西区立売堀５丁目８番２８号 有効

227 ヤスダエンジニアリング株式会社 本社 大阪府大阪市浪速区塩草３丁目２番２６号

3797 安田塗装工業株式会社 兵庫県加古川市稲屋889-10

4907 株式会社安福冷暖 兵庫県神戸市西区上新地１－１－６ 有効 有効

4830 矢田工業株式会社 大阪支店 大阪府大阪市北区天満１丁目２１番１６号 有効

4587 八千代エンジニヤリング株式会社 兵庫事務所 兵庫県神戸市中央区御幸通り６丁目１番１５号 有効

828 八千代電設工業株式会社 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央１丁目１番３８号 有効

3215 ヤノ運動用品株式会社 高砂店 加古川市尾上町旭３丁目４３番メゾン尾上の松２ １０４ 有効

667 矢野建設株式会社 姫路支店 兵庫県姫路市飾磨区須加 294

4327 矢野建設株式会社 大阪府大阪市中央区南船場１－１６－１３ 有効

218 矢作建設工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区元町通７丁目 １番１号

210 ヤハギ緑化株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区元町通７丁目 １番１号

550 八幡建設株式会社 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢１２０８ 有効

2061 八幡建設測量株式会社 兵庫県姫路市飾磨区中島１２６４番地の１

5086 ヤマカツ株式会社 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 有効

4174 山川産業株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区法円坂１－１－３５アネックスパル法円坂内

3295 山喜産業株式会社 兵庫県姫路市四郷町明田８３－１ 有効

766 株式会社山北土木 兵庫県明石市二見町西二見２９７－１ 有効

183 株式会社山口建築 兵庫県姫路市南条 425番地

3559 株式会社山口商会 岡山県倉敷市浜ノ茶屋１－４－２３

4331 株式会社山口電機 兵庫県加古川市米田町船頭５２３－１

4322 山下建設株式会社 兵庫県高砂市中筋５丁目７－３ 有効

3216 株式会社ヤマシタコーポレーション 姫路営業所 兵庫県姫路市飾磨区上野田２丁目７３番地

3021 山下電器 兵庫県加古郡播磨町北本荘一丁目十二番五号

4480 山田工業株式会社 大阪市中央区日本橋１丁目１７－１７

3296 山田商会 兵庫県加古川市別府町新野辺 35-4

4935 株式会社山田綜合設計 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 有効



5232 株式会社ヤマダデンキ 加古川営業所 兵庫県加古川市平岡町一色１００－１ 有効

736 山手造園土木株式会社 兵庫県神戸市中央区花隈町３２－１４

545 株式会社ヤマテツ 兵庫県加古郡播磨町二子１９６－２ 有効

4710 株式会社ヤマデン 兵庫県姫路市東夢前台１丁目３番３０ 有効

56 ヤマト工業株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区海岸通２－２－３ 有効

3297 大和商事株式会社 兵庫県姫路市大津区吉美３８０番地

3476 ヤマトスチール株式会社 兵庫県姫路市大津区吉美 380番地

2045 有限会社ヤマト測量 兵庫県姫路市博労町１１９番地

3517 株式会社大和速記用法センター 関西営業所 大阪府大阪市中央区道修町１－７－１ 有効

4735 大和中央製薬株式会社 奈良県橿原市北八木町１丁目６番１６号

4509 大和メンテナンス株式会社 兵庫県姫路市飾磨区中野田２丁目６９

3218 大和薬品株式会社 兵庫県姫路市北条口１丁目５９

3624 ヤマトロジスティクス株式会社
大阪美術品セン

ター
大阪府大阪市住之江区南港東４－１１－９９

4783 株式会社山西サク井設備 大阪府東大阪市中新開１丁目５－２５ 有効

238 山西鑿泉工業株式会社 大阪府東大阪市本庄中１－１－３

3981 山野印刷株式会社 兵庫県姫路市岡田４７９ 有効

3495 山村倉庫株式会社 兵庫県尼崎市西向島町１５－１

107 山本建設株式会社 兵庫県加古郡稲美町六分一１４０６－１５ 有効

4341 山本建設工業株式会社 大阪府大阪市港区田中２丁目１２番３０号

481 山本鑿泉水道株式会社 兵庫県姫路市龍野町６－３６ 有効

583 山本産業株式会社 兵庫県姫路市北条永良町１３８番地 有効 有効

5261 有限会社山本水道 兵庫県朝来市山東町溝黒５１３ 有効

2027 株式会社山本設計 兵庫県神戸市中央区二宮町４－１１－１０ 有効

2173 株式会社山本測量事務所 兵庫県神戸市中央区下山手通７丁目 ４番１４号

4123 株式会社山本塗装店 兵庫県姫路市中地６２６番地 有効

152 株式会社山森工務店 兵庫県明石市山下町１番６６号

4827 株式会社八女テクノ 大阪府柏原市高井田９－２３ 有効

1039 ヤンマーエネルギーシステム株式会社 大阪支社 兵庫県尼崎市潮江１－３－３０ 有効 有効

3596 ヤンマー舶用システム株式会社 姫路営業所 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎中一丁目１８５番地

4862 株式会社ＵＲリンケージ
西日本支社兵庫

営業所
兵庫県神戸市垂水区天ノ下町１－１－２６９ 有効 有効

2233 株式会社ユーズ 兵庫支店 兵庫県姫路市広畑区蒲田４－１３８ 有効

4984 株式会社ユーテック 兵庫県佐用郡佐用町安川２０５‐１ 有効

4406 株式会社ＵＤＩ 大阪府枚方市牧野本町１丁目３８番１３号

3243 ＵＤトラックス株式会社
明石カスタマー

センター
明石市二見町南二見１３番地の２

4579 株式会社ユートピア建材 兵庫県姫路市夢前町寺１４７１－２

4763 ユアサグローブ株式会社 兵庫県たつの市神岡町沢田９４３番地の４

5267 株式会社ユイテック 岐阜県本巣郡北方町高屋伊勢田２丁目４３番地の２ 有効

384 ユウキ建設株式会社 兵庫県加古川市平岡町新在家 2073－1

4712 株式会社友基建設 兵庫県明石市大久保町高丘３－９－２６ 有効

4267 遊具診断兵庫東 兵庫県西宮市東山台４－１２－１６

3484 有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋四丁目１番１号淀屋橋三井ビルディング 有効

680 有限会社裕光園 明石市大久保町松陰８ 有効

271 株式会社友興組 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字廿苅１１２５－１ 有効

113 友幸建設株式会社 兵庫県加古郡播磨町宮北３丁目９番１１号 有効

129 株式会社雄電社 大阪支店 大阪市北区大淀中１－８－２９

4769 株式会社ゆうひ 兵庫県加古川市平岡町新在家９９２－４ 有効

3844 有限会社行方創研 神戸市北区鈴蘭台東町２丁目１６番８号

5235 雪印メグミルク株式会社 神戸工場 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和８２４－１ 有効

4706 有限会社ユキタケ印刷 兵庫県加古郡稲美町中村８９７－２ 有効

4990 有限会社ユキマサ 兵庫県姫路市夢前町前之庄３２６３番地の２ 有効

5014 株式会社ユニオンアルファ

ダスキンレント

オール神戸西イ

ベントセンター

兵庫県神戸市西区北別府５－３０－１ 有効

4071 株式会社ユニオンリサーチ 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区磯上通７丁目１番８号 有効

5073 有限会社ユニテック 兵庫県三木市大塚２丁目３５８番地１ 有効

4036 株式会社ユニバーサルサービス 神戸市長田区腕塚町１丁目６番６号

4874 ユニバーサル事務機株式会社 兵庫県三木市加佐２９５－１

4110 株式会社夢工房 兵庫県神戸市中央区雲井通二丁目１番９号ＴＳＫＫ神戸４階 有効

637 株式会社夢真総合設備 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区東町 113番地の1 大神ビル

3566 株式会社ヨコオゴルフ 兵庫県高砂市米田町米田 722-38

4634 株式会社横河ＮＳエンジニアリング 大阪営業部 大阪府大阪市中央区本町４丁目３番９号 有効

4599 横河ソリューションサービス株式会社 関西支社 大阪府大阪市北区梅田二丁目４番９号

116 横河電機株式会社 関西支社 大阪府大阪市北区梅田２－４－９

2008 株式会社ヨコタテック 大阪府吹田市山田市場５－２

459 横田瀝青興業株式会社 兵庫県姫路市飾磨区細江 995番地



701 横手産業株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島４丁目２－２１ 有効 有効

4985 株式会社横山建設工業 兵庫県加東市東実１０５番地２６０ 有効

5108 吉尾会計事務所 奈良県奈良市高天町１０－１ＴＴビル５０５ 有効

4340 株式会社吉住工務店 兵庫県丹波市春日町野村２４６５ 有効

3298 株式会社吉谷機械製作所 鳥取県鳥取市古海３５６番地１ 有効

577 吉田機電株式会社 大阪支店 大阪府大阪市東成区東小橋１丁目１５番１９号 有効

704 株式会社吉田組 兵庫県姫路市広畑区正門通３丁目６番の２ 有効

4557 吉田体機工業株式会社 大阪府大阪市阿倍野区松虫通３丁目８番４号 有効 有効

3820 株式会社吉田都市建築研究所 大阪府大阪市西区阿波座１－１５－１５

678 株式会社吉田土建 兵庫県加古郡播磨町宮西３－７－２ 有効

6 由不二産業株式会社 兵庫県加古郡播磨町北本荘５丁目 １７番９号

1042 株式会社四ッ橋組 兵庫県神戸市西区森友５－５３－１ 有効

2211 株式会社淀川アクテス 尼崎支店 兵庫県尼崎市西昆陽１－１０－７ 有効

195 寄神建設株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市兵庫区七宮町２丁目１番１号 有効

5182 株式会社頼白組 兵庫営業所 兵庫県西宮市馬場町２－３２ 有効

376 ヨリフジ建設株式会社 兵庫県加東市下久米１０４４番地 有効

4045 ラーク消毒 兵庫県加古川市八幡町中西条１７３－１

3757 株式会社ライオン事務器 大阪本店長 大阪府東大阪市長田中３丁目５番４４号

4191 株式会社ライズファクトリー 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 有効

611 ライト工業株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区旭通１丁目２番７号栄ビル 有効

3522 株式会社ライフサービス 兵庫県神戸市中央区浪花町 １５番地

641 ラサ商事株式会社 大阪支店 大阪府大阪市北区堂島一丁目二番地五号堂北ダイビル

3997 株式会社ラジオ関西 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－５－７神戸情報文化ビル 有効

2337 株式会社ランド・コンサルタント 神戸営業所 兵庫県神戸市須磨区清水台１番地の９アルテピア３番街１－１５０２

2148 ランドブレイン株式会社 大阪事務所 大阪府大阪市西区西本町１－３－１５大阪建大ビル 有効 有効

4788 有限会社リーストワーク 播磨営業所
加古郡播磨町北本荘６丁目５番１７１－４０８号室兵庫県住宅供給公

社

5122 株式会社リーテック 兵庫県姫路市岡田４４－１０ 有効

3759 リ・メイク株式会社 兵庫県宍粟市山崎町五十波２２８番８号

5165 リエスパワーネクスト株式会社 東京都豊島区東池袋四丁目２１番１号 有効

2096 株式会社リオプラン 兵庫県丹波市青垣町西芦田９９２－６ 有効

4752 株式会社理研グリーン 兵庫営業所 兵庫県伊丹市広畑２丁目４６番１ 有効

3299 リコーエレメックス株式会社 大阪支店 大阪府吹田市江の木町 ３４番５号

698 リコー建設株式会社 兵庫県伊丹市瑞穂町６丁目 ５３番地

3356 リコージャパン株式会社
兵庫支社 兵庫Ｍ

Ａ営業部
神戸市中央区磯辺通一丁目１番３９号

3223 リコーリース株式会社 兵庫支店 兵庫県神戸市中央区御幸通４丁目１番１号 有効

387 理水化学株式会社 大阪支店 大阪府大阪市北区南森町１丁目４番１０号理水ビル４階 有効 有効

3766 理想科学工業株式会社 理想神戸支店 兵庫県神戸市中央区元町通６丁目１番１号栄ビル 有効

3406 株式会社リバーシステム 兵庫県明石市大明石町１丁目７－３３大手ビル３Ｆ

787 有限会社リバーツリー開発 兵庫県神戸市中央区磯辺通四丁目１番８－７０５号 有効 有効

731 株式会社リフレッシュ 兵庫県佐用郡佐用町三日月１１５４‐８

3648 株式会社リブネット 三重県伊勢市楠部町乙１３５番地 有効

5218 株式会社リプロ 岡山県岡山市南区中畦１１８６ 有効

395 立建設株式会社 兵庫県姫路市西延末２６９番地の６ 有効

314 陵神電気設備株式会社 兵庫県加古川市加古川町中津５６６－６

735 株式会社陵南 兵庫県加古川市加古川町中津５６６－１

4626 株式会社両備システムイノベーションズ 岡山県岡山市北区磨屋町１０ー１２オアシスビル５階

3434 株式会社両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号 有効

398 株式会社菱芳砿産 兵庫県姫路市広畑区西夢前台７丁目 １４０

3222 株式会社菱友システムズ
事業統括本部西

日本支社
兵庫県尼崎市潮江１丁目３番３０号

4236 株式会社緑景 大阪府大阪市中央区上汐１－４－６ 有効

132 緑地建設株式会社 兵庫県加古川市尾上町池田１５６２－１ 有効

290 りんかい日産建設株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区海岸通８番地 有効

3038 株式会社リンク 兵庫県姫路市亀井町９３ 有効

4808 株式会社ｌｉｎｋｗｏｒｋｓ 兵庫県神戸市中央区京町７９番地日本ビルヂング７０４ 有効

2066 株式会社リング 兵庫県小野市小田町１７０２－１

5199 株式会社リングユニオン 兵庫県赤穂市浜市３５１－７ 有効

3354 レスター工業株式会社 神戸営業所 神戸市中央区中山手通３丁目１２番５号松田山手ビル

2169 株式会社レック 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区元町通５丁目２番３号甲南サンシティー元町３階 有効

4538 株式会社レッツ 兵庫県姫路市飾磨区野田町１８６－２

4466 株式会社蓮華 兵庫県加古郡播磨町古田１－１－２９

4171 株式会社レンタルのニッケン 西神戸営業所 兵庫県神戸市西区大津和３－４－５ 有効

3226 株式会社ロータリービジネス 神戸営業所 兵庫県神戸市西区上新地３丁目９番地の５ 有効

4274 ローデックス株式会社 兵庫県神崎郡神河町上岩１８８－１ 有効 有効

4401 ロードテック株式会社 本店 兵庫県姫路市飾磨区上野田５丁目１１９番地 有効

3483 株式会社ローヤルタクシー 兵庫県加古川市尾上町長田２４６－１



3957 ロイヤルオートパーツ株式会社 兵庫県三木市別所町興治七二四－一四一

4551 ロイヤルホームセンター株式会社 加古川店 兵庫県加古川市平岡町一色２５５－１ 有効

3313 ロジスネクスト近畿株式会社 明石支店 兵庫県明石市大久保町江井ヶ島字蟹池１６３６－１ 有効

1037 ロックグリーン株式会社 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡 字庄太夫場２８９３番地１

3224 株式会社六甲サービスセンター 加古川営業所 兵庫県加古川市加古川町木村８２ 有効

3225 株式会社六甲商会 加古川支店 兵庫県加古川市加古川町木村８２ 有効

794 六興電気株式会社 神戸支店 兵庫県神戸市中央区中山手通１丁目 22番26号

3633 有限会社ワードビジネス 兵庫県神戸市兵庫区下祇園町２０番２

4911 ワールドウォーターバッグ株式会社 大阪府大阪市東住吉区今川１－６－２３ 有効

3393 株式会社ワールドサービス 兵庫県姫路市大塩町６５１番地３９ 有効

170 和以貴建設株式会社 本店 兵庫県西脇市富田町３６

5036 株式会社ワイズマンコンサルティング 岡山支店 岡山県岡山市北区幸町８－２９

4588 株式会社ワイテック 兵庫県神戸市須磨区神の谷３丁目３番９号 有効

3371 有限会社ワイド事務 兵庫県明石市魚住町清水１３７－１８

2128 若鈴コンサルタンツ株式会社 兵庫事務所 兵庫県神戸市中央区下山手通６－１－４オフィス下山手５階Ａ号室 有効

4762 社会福祉法人わかたけ共済部 福井県越前市西谷町３３－１０－２ 有効

191 若築建設株式会社 大阪支店 大阪市中央区久太郎町２－２－８八木ビル 有効

4962 株式会社わくわく 兵庫県加古川市加古川町粟津６９８

4559 株式会社和光設計 兵庫県神戸市兵庫区駅南通２丁目２－１ 有効

5228 和光パッケージ株式会社 兵庫県姫路市飾磨区入船町２－６ 有効

2281 株式会社鷲尾建築設計事務所 兵庫県姫路市飾磨区野田町１５７－１ 有効

4573 和食技研株式会社 兵庫県加古川市上荘町薬栗８９０－１

4268 株式会社渡辺電業社 兵庫県神戸市中央区花隈町１４番６号

5265 和田精工株式会社 兵庫県尼崎市次屋３丁目６番６０号 有効

5043 株式会社ワンステップ 兵庫県姫路市北条口２丁目６６番地

5153 株式会社ワンズ 兵庫県姫路市菅生台１９７番地 有効


