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内容別名簿（物品関係）市内
0001 印刷（タイプ）
0001 印刷（タイプ）

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市 右京区西院 月双町118番地 代表取締役 梶原孝典
株式会社アール工芸印刷社0000017374 325-1170 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草五反田町6番地9 代表取締役 西山成在
株式会社アイエムジー0000022255 641-0985 中小企業市内

京都府京都市中京区丸太町通小川西入横鍛治町100番地 代表取締役 古崎良一
株式会社ITP0000014745 211-9112 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田真幡木町162 ハイツ雅105号 代表社員 毎田一朗
合同会社アイテム0000022863 748-7316 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京原町15番地 代表取締役社長 立木哲生
株式会社あおぞら印刷0000010246 813-3350 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南鉾立町54番地の6 代表取締役 笠原孝司
明比印刷工芸株式会社0000003048 075-661-3131 中小企業市内

京都府京都市上京区今新在家町200 代表取締役 上木博之
アストラルエス株式会社0000014566 414-1122 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町101番地 代表取締役 吉田元基
有限会社アズ0000022837 822-4976 中小企業市内

京都府京都市下京区東洞院通五条上る深草町586番地1 代表取締役 奥井健吾
株式会社アド・コム0000001576 075-344-1118 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町1丁目19番地 取締役 高橋猛
有限会社アドテック0000002962 075-643-0160 中小企業市内

京都府京都市中京区御池通神泉苑西入神泉苑町1番地の11 代表取締役 中村史門
株式会社アルファ・プリント社0000003853 812-3412 中小企業市内

京都府京都市下京区新町通七条上ル辰巳町756番地 取締役 伊藤要
有限会社いとう0000001739 075-371-6741 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西久保町3番地 石角嘉徳
イワタヤ0000009132 313-4248 中小企業市内

京都府京都市中京区玉蔵町121番地 美濃利ビル503 代表取締役 鈴木秋子
株式会社ＷＡＲＥＨＯＵＳＥ0000022833 741-7491 中小企業市内

京都府京都市上京区裏門通中立売上る今新在家町200番地 代表取締役 上木啓吾
株式会社上木印刷0000001940 441-6012 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通堺町角塩竈町363番地 代表取締役 岡村充泰
株式会社ウエダ本社0000009704 341-4111 中小企業市内

京都府京都市下京区新町通四条下ル四条町349 京都友禅ビル5F 代表取締役 中尾光孝
株式会社エコノシスデザイン0000021051 746-5002 中小企業市内

京都府京都市 上京区今出川通 七本松西入真盛町743番地1 代表取締役 晴間茂
株式会社エビスデザイン0000018697 464-5511 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町7番地の2 代表取締役 伊藤晴康
桜栄印刷株式会社0000016796 313-6681 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院東前田町36番地 代表取締役 大槻裕樹
株式会社大槻シール印刷0000015364 691-7521 中小企業市内
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京都府京都市上京区下長者町通新町西入薮ノ内町79 代表取締役 奥田真紀
奥田印刷株式会社0000008128 441-7060 中小企業市内

京都府京都市左京区田中関田町37 代表取締役 尾崎光紀
株式会社尾崎印刷工業所0000003576 075-771-0558 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院流作町31番地 代表取締役社長 中村辰靖
株式会社オスカーヤマト印刷0000017431 313-3513 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町東丁田10-3 代表取締役 植田康嗣
株式会社オフィス京北0000011730 075-852-1410 中小企業市内

株式会社ＯＦＦＩＣＥ ＳＡＷＡ 京都府京都市東山区今熊野椥ノ森町11番地46 代表取締役 澤村栄治
0000022527 533-3581 中小企業市内ＭＵＲＡ

京都府京都市右京区西院巽町40 代表取締役 谷内伸行
有限会社オフィスショップ・ヤチ0000023423 312-7297 中小企業市内

京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内

京都府京都市上京区室町通上立売下る裏築地町84番地 代表取締役 片岡潤哉
片岡メディアデザイン株式会社0000014630 451-1010 中小企業市内

京都府京都市北区紫野宮西町3番地の1 代表取締役 沢田征三
株式会社カラーアート社0000008595 414-1391 中小企業市内

京都府京都市中京区聚楽廻東町5番地 代表取締役 河合隆一郎
有限会社かわい技術印刷0000008432 802-4569 中小企業市内

京都府京都市 上京区寺之内通 新町西入妙顕寺前町506番地 代表取締役 西村宜浩
株式会社キクザワ0000017311 432-0181 中小企業市内

京都府京都市北区大将軍西町71番地 代表理事 三宅一三
共栄企業組合0000016434 464-1811 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 仙念町30 京都市地域リハビリテーション推進センター１F 理事長 加藤博史
社会福祉法人京都光彩の会0000001364 813-0501 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺前田町23-8 代表取締役 力石雅弘
株式会社京都こぴい0000008520 371-4145 中小企業市内

社会福祉法人京都視覚障害者支援 京都府京都市西京区大枝東長町1番地の67 理事長 野村武夫
0000004448 333-0171 中小企業市内センター

（京都府）京都府京都市 左京区吉田 二本松町無番地京都大学内 代表理事 國見伸行
京都大学生活協同組合0000019857 753-7640 中小企業市内 （専務理事 國見伸行）

公益社団法人京都府視覚障害者協 京都府京都市北区紫野花ノ坊町11番地 会長 久保弘司
0000014612 462-2414 中小企業市内会

京都府京都市 中京区壬生 東大竹町1番地 代表取締役 長谷川夏代
株式会社京都プロセス工芸社0000018812 841-6956 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537番地4号 代表取締役社長 福永法弘
株式会社京都ホテル0000023575 211-5111 大企業市内

京都府京都市中京区姉小路通東洞院東入笹屋町446番地3 松井ビル4-Ａ 代表取締役 松本圭
株式会社京マグ0000015868 202-4346 中小企業市内
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京都府京都市右京区西院清水町13番地 代表取締役 大田直人
協和印刷株式会社0000009932 312-4010 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 日宝御池ビル８Ｆ 代表取締役 足立諦俊
株式会社近広0000019298 231-6181 中小企業市内

京都府京都市下京区室町通五条上る坂東屋町267番 代表取締役 坂田俊嗣
株式会社ＫＩＮＳＨＡ0000021328 361-4391 中小企業市内

京都府京都市上京区室町通一条上る福長町534番地7 代表取締役 木村治
株式会社琴声堂0000004655 431-3691 中小企業市内

京都府京都市北区紫野南花ノ坊町63 日下部潔
日下部静光堂0000002015 462-3010 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎南御所町40 代表取締役 亀井三万
古都亀井印刷株式会社0000003622 075-771-6656 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通錦小路下る小結棚町436 フィエルテ四条烏丸シュッド1001 代表取締役 角田美紀子
株式会社こども文化研究所0000009759 256-0706 中小企業市内

京都府京都市南区西九条大国町26番地 代表取締役 徳田隆
株式会社コミュニティ洛南0000014664 661-5210 中小企業市内

京都府京都市中京区天神山町277 K-an５F 代表取締役 曽和裕次
コンセプトグラマー有限会社0000020189 222-1132 中小企業市内

京都府京都市 中京区柳馬場通 三条上る油屋町90番地 アーバネックス三条307号 代表取締役 荒木邦久
ＧＯＢＵ株式会社0000018679 212-1933 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町37番地 代表取締役 松井勝美
株式会社サンエムカラー0000010362 671-8498 中小企業市内

京都府京都市北区紫野西御所田町14番地2 代表取締役 吉川忠男
サンケイデザイン株式会社0000001951 441-9125 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通竹屋町下る弁財天町300番地 代表取締役 多田守男
三星商事印刷株式会社0000009956 256-0961 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京左馬寮町７番地 代表取締役 寺口秀晃
三和印刷株式会社0000009958 841-5453 中小企業市内

京都府京都市中京区車屋町通 夷川上ル少将井御旅町363番地 代表取締役 樋口荘一郎
株式会社新通0000009972 211-4476 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽但馬町117番地 代表取締役 土橋祥宏
信和印刷株式会社0000009539 603-4444 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京南聖町18番地 代表取締役 金岡諒樹
株式会社ジャストトレード0000020479 813-5828 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条御前田町28番地2 代表取締役 松岡晋一郎
株式会社スイッチ．ティフ0000014625 326-1192 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東御前田町6-1 代表取締役 田中親
有限会社スタジオ貳拾壹0000014555 493-2414 中小企業市内
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京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市 南区唐橋 赤金町67番地10 代表取締役 嶋田かをり
株式会社ゼニス0000019928 671-7100 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町2番地 代表取締役 木原庸裕
双林株式会社0000003236 681-7748 中小企業市内

京都府京都市中京区御池通り大宮西入ル門前町165-1 代表取締役 出口武志
株式会社創和紙行0000019997 801-6191 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通麩屋町東入石不動之町677番地の2 代表取締役 田中直樹
株式会社田中プリント0000001552 343-0006 中小企業市内

（京都府）京都府京都市下京区五条通烏丸東入松屋町438番地 （タナックスビル４Ｆ） 代表取締役 田中一平
株式会社ＴＡＮＡ-Ｘ0000014622 361-2005 大企業市内

（支店長 青木浩之）

京都府京都市中京区三条通新町西入ル釜座町22 ストークビル三条烏丸4Ｆ 代表取締役 坂本伸二
株式会社ダイ0000001111 254-0646 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨高木町39番地-1 代表取締役 谷功一
株式会社大光社0000000931 707-1333 中小企業市内

京都府京都市伏見区東大手町781番地 代表取締役 土田信行
株式会社ツチダ0000011022 622-2233 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町133番地 代表取締役 土谷潤一郎
東洋印刷株式会社0000001196 604-2006 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京馬代町6番地の16 代表取締役 為國光俊
株式会社図書印刷同朋舎0000001696 205-5506 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀正会町1番地1 代表取締役 和本賢一
株式会社ドラマ0000022643 585-5352 中小企業市内

京都府京都市左京区静市市原町174 代表取締役 中西通夫
株式会社中西工藝0000015968 741-3300 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条御前田町51-1 代表取締役 岡本義高
有限会社中村印刷所0000012698 311-4502 中小企業市内

特定非営利活動法人ハートブライ （京都府）京都府京都市中京区西ノ京円町4番1 理事長 野地芳雄
0000022924 463-5280 中小企業市内 （施設長 古賀直充）ト

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町28-46 代表 橋本将典
橋本印刷0000008166 311-7803 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹西高縄町14 代表者 平野拓也
平野拓也デザイン事務所0000023639 090-5570-5549 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田久保町2番96-2 代表取締役 山元昇
ビジネスサービス株式会社0000010482 645-2212 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町635番地2 梓ビル4階 代表取締役 村田光
株式会社ピクチャレスク0000019282 075-746-3790 中小企業市内
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京都府京都市右京区西京極北大入町68番地 代表取締役 大槻重喜
ファイティングポーズ株式会社0000019515 315-2422 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町79番地 ヤサカ四条烏丸ビル5階 代表取締役 田伏辰也
株式会社フィールド0000021780 251-0577 中小企業市内

特定非営利活動法人福祉工房Ｐ＆ 京都府京都市伏見区風呂屋町256-8 桃山サニーハイツ1階 代表 半田敏照
0000018811 605-8777 中小企業市内Ｐ

京都府京都市伏見区本材木町668-3 月桂冠酒造オフィス1・2号室 理事長 増田徳兵衛
特定非営利活動法人伏見観光協会0000022672 622-8758 中小企業市内

有限会社伏見プランニングセンタ 京都府京都市伏見区本材木町668番地3 月桂冠酒蔵オフィス3号室 代表取締役 中川雄介
0000010043 622-8750 中小企業市内ー

京都府京都市西京区牛ヶ瀬新田泓町６番地１ 代表取締役 藤原智之
藤原製本株式会社0000018178 381-7509 中小企業市内

京都府京都市下京区綾小路通新町東入ル善長寺町131番地 代表取締役 藏田一伸
ＰｒｉｎｔＫ株式会社0000021953 746-4191 中小企業市内

京都府京都市 右京区西院 東今田町36番地 代表取締役 細野光代
有限会社北斗社印刷所0000020718 311-5573 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨高木町38番地の2 代表取締役 西川大祐
株式会社北斗プリント社0000003725 791-6125 中小企業市内

京都府京都市中京区西洞院通夷川上る毘沙門町398-3 ＡＸＩＳ105 代表取締役 田村憲一
株式会社ミームファクトリー0000021253 748-1479 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院池ノ内町10 代表取締役 中村仁
明文舎印刷株式会社0000014681 681-2741 中小企業市内

京都府京都市上京区寺之内通小川西入宝鏡院東町588番地 代表取締役 山代晃義
山代印刷株式会社0000001947 441-8177 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽塔ノ森 柴東町249 代表取締役 瀧本正明
株式会社やまとカーボン社0000019507 662-0391 中小企業市内

京都府京都市右京区西院小米町11番地1 ルピナスコゴメ1-B 代表取締役社長 神野太志
株式会社ユキサキ0000021074 925-6626 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川西平井町22番地2 代表取締役 圓城新子
株式会社ユニオン・エー0000021950 724-0410 中小企業市内

京都府京都市右京区西院清水町141番地 代表取締役 畔田忠嗣
株式会社ユニティー0000016042 316-2341 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町307の24番地 代表取締役 松崎洋毅
洛東印刷株式会社0000002182 501-1010 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草フケノ内町3番地の2 代表取締役 北尾盛貴
株式会社洛陽0000011828 641-4339 中小企業市内

株式会社リーフ・パブリケーショ 京都府京都市中京区烏丸通姉小路下る場之町592番地 メディナ烏丸御池４階 代表取締役 高野和也
0000013107 255-7263 中小企業市内ンズ

京都府京都市左京区岡崎西福ノ川町24番地8号 代表取締役 見増勇介
ｙｍｄｅｓｉｇｎ株式会社0000023689 090-9703-1004 中小企業市内

ZIP179
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京都府京都市上京区烏丸通上御霊前上る内構町420番地の3 代表取締役 中島源和
和光印刷株式会社0000013788 441-5408 中小企業市内
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京都府京都市 中京区烏丸通 蛸薬師南入る手洗水町647番地 トキワビルディング3-Ａ 取締役 河原司
有限会社アーキテクトタイタン0000018694 254-8307 中小企業市内 号室

京都府京都市 右京区西院 月双町118番地 代表取締役 梶原孝典
株式会社アール工芸印刷社0000017374 325-1170 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草五反田町6番地9 代表取締役 西山成在
株式会社アイエムジー0000022255 641-0985 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 代表取締役 生駒豪康
ＩＧ株式会社0000022671 325-2620 中小企業市内

京都府京都市中京区丸太町通小川西入横鍛治町100番地 代表取締役 古崎良一
株式会社ITP0000014745 211-9112 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田真幡木町162 ハイツ雅105号 代表社員 毎田一朗
合同会社アイテム0000022863 748-7316 中小企業市内

京都府京都市 北区小山 北上総町10-1 MYCROFTビル2F 取締役 福原次信
有限会社アイ・ワーク0000019500 494-2686 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京原町15番地 代表取締役社長 立木哲生
株式会社あおぞら印刷0000010246 813-3350 中小企業市内

京都府京都市中京区車屋町通竹屋町上る砂金町403 田丸産業ビル4階 代表取締役 伊藤惠
株式会社アクティブケイ0000014633 255-6586 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南鉾立町54番地の6 代表取締役 笠原孝司
明比印刷工芸株式会社0000003048 075-661-3131 中小企業市内

京都府京都市下京区高倉通五条下る堺町22番地3 代表取締役 吉川幸伸
旭テクノ化成株式会社0000015831 341-5252 中小企業市内

京都府京都市上京区今新在家町200 代表取締役 上木博之
アストラルエス株式会社0000014566 414-1122 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町101番地 代表取締役 吉田元基
有限会社アズ0000022837 822-4976 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町133番地 代表取締役 貴能加代子
アテンサプライ株式会社0000022624 585-3136 中小企業市内

京都府京都市中京区西洞院通御池下ル三坊西洞院町565番地 ラフィーネ御池505号室 代表取締役 西村吉郎
アド・アソシエイツ株式会社0000016780 257-8022 中小企業市内

京都府京都市下京区東洞院通五条上る深草町586番地1 代表取締役 奥井健吾
株式会社アド・コム0000001576 075-344-1118 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町1丁目19番地 取締役 高橋猛
有限会社アドテック0000002962 075-643-0160 中小企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通夷川上る五丁目239番地1 kyotansu ebisugawa 401 代表取締役 西村義之
アドブレーン株式会社0000003832 253-0321 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338番地 京都四条河原町ビル9階 代表取締役 足立由紀子
株式会社アド・プラネット0000020527 741-7419 中小企業市内

特定非営利活動法人ＡＮＥＷＡＬ 京都府京都市 上京区堀川通 寺之内上る２丁目上天神町630 理事長 飯高克昌
0000021057 075-431-6469 中小企業市内Ｇａｌｌｅｒｙ
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京都府京都市中京区御池通神泉苑西入神泉苑町1番地の11 代表取締役 中村史門
株式会社アルファ・プリント社0000003853 812-3412 中小企業市内

（京都府）京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地 代表取締役 小谷達雄
株式会社イセトー0000001138 255-8711 中小企業市内

（部長 水谷歩）

京都府京都市南区吉祥院新田弐の段町12番地 代表取締役 中西剛
岩本印刷株式会社0000021979 671-2112 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生中川町2番地の18 代表取締役 岡田敦
株式会社ウイズクリエイト0000015844 801-5308 中小企業市内

京都府京都市中京区玉蔵町121番地 美濃利ビル503 代表取締役 鈴木秋子
株式会社ＷＡＲＥＨＯＵＳＥ0000022833 741-7491 中小企業市内

京都府京都市上京区裏門通中立売上る今新在家町200番地 代表取締役 上木啓吾
株式会社上木印刷0000001940 441-6012 中小企業市内

京都府京都市下京区新町通四条下ル四条町349 京都友禅ビル5F 代表取締役 中尾光孝
株式会社エコノシスデザイン0000021051 746-5002 中小企業市内

京都府京都市右京区山ノ内中畑町45番地5 代表取締役 春本こず恵
株式会社ＥＮＯ0000021949 811-8155 中小企業市内

京都府京都市 上京区今出川通 七本松西入真盛町743番地1 代表取締役 晴間茂
株式会社エビスデザイン0000018697 464-5511 中小企業市内

株式会社エフティーコーポレーシ 京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町5番地2 代表取締役 藤原彰
0000021254 693-7117 中小企業市内ョン

京都府京都市中京区丸太町通小川西入横鍛冶町100番地 石田大成社ビル 代表取締役 柴田憲一
株式会社遠藤写真工芸所0000009449 223-1202 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町46番地の2 代表取締役 柴田一哉
株式会社おいかぜ0000014677 314-4367 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町7番地の2 代表取締役 伊藤晴康
桜栄印刷株式会社0000016796 313-6681 中小企業市内

京都府京都市 下京区綾小路通 寺町西入足袋屋町332番地の1 代表取締役 大島博司
大島テープ株式会社0000018079 361-3101 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院東前田町36番地 代表取締役 大槻裕樹
株式会社大槻シール印刷0000015364 691-7521 中小企業市内

京都府京都市西京区松尾神ケ谷町17番地31 岡田徳秀
岡田印刷0000008515 394-7430 中小企業市内

京都府京都市上京区下長者町通新町西入薮ノ内町79 代表取締役 奥田真紀
奥田印刷株式会社0000008128 441-7060 中小企業市内

京都府京都市左京区田中関田町37 代表取締役 尾崎光紀
株式会社尾崎印刷工業所0000003576 075-771-0558 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院流作町31番地 代表取締役社長 中村辰靖
株式会社オスカーヤマト印刷0000017431 313-3513 中小企業市内

株式会社ＯＦＦＩＣＥ ＳＡＷＡ 京都府京都市東山区今熊野椥ノ森町11番地46 代表取締役 澤村栄治
0000022527 533-3581 中小企業市内ＭＵＲＡ
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京都府京都市右京区西院巽町40 代表取締役 谷内伸行
有限会社オフィスショップ・ヤチ0000023423 312-7297 中小企業市内

京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内

京都府京都市上京区室町通上立売下る裏築地町84番地 代表取締役 片岡潤哉
片岡メディアデザイン株式会社0000014630 451-1010 中小企業市内

京都府京都市北区紫野下石龍町20番地 代表取締役 片桐幹
片桐軽印刷有限会社0000010949 492-6652 中小企業市内

京都府京都市北区紫野宮西町3番地の1 代表取締役 沢田征三
株式会社カラーアート社0000008595 414-1391 中小企業市内

京都府京都市中京区聚楽廻東町5番地 代表取締役 河合隆一郎
有限会社かわい技術印刷0000008432 802-4569 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋門脇町28 代表取締役 中條遥
河北印刷株式会社0000008267 075-691-5121 中小企業市内

京都府京都市山科区川田山田15番地6 取締役 小林弘
観光情報プロダクト有限会社0000015341 591-5038 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森柴東町295番地 代表取締役 高木秀樹
株式会社関ビ化工0000015890 661-8844 中小企業市内

京都府京都市南区久世殿城町330-1 代表取締役 永田博紀
株式会社きかんしコム0000010316 935-1115 中小企業市内

京都府京都市 上京区寺之内通 新町西入妙顕寺前町506番地 代表取締役 西村宜浩
株式会社キクザワ0000017311 432-0181 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦安井小山町15-6 代表取締役 菅沼俊二
株式会社キクタ0000003529 748-0575 中小企業市内

京都府京都市東山区渋谷通大和大路東入ル下新シ町350番地 代表取締役 森島聖夫
株式会社教育研究所0000008445 561-9121 中小企業市内

京都府京都市北区大将軍西町71番地 代表理事 三宅一三
共栄企業組合0000016434 464-1811 中小企業市内

京都府京都市南区東九条河辺町21 代表取締役社長 松岡聖
株式会社教材研究所0000010113 681-1591 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町443番地 代表取締役 松原常夫
京都インバン株式会社0000000895 221-5601 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 仙念町30 京都市地域リハビリテーション推進センター１F 理事長 加藤博史
社会福祉法人京都光彩の会0000001364 813-0501 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺前田町23-8 代表取締役 力石雅弘
株式会社京都こぴい0000008520 371-4145 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京上合町15番地 代表取締役 伊藤敬三
京都サン企画株式会社0000001605 406-7608 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町一丁目57-12 新妻人平
京都市公共デザイン研究所0000020135 070-5657-8376 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0002 印刷（オフセット）
0001 印刷（オフセット）

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

社会福祉法人京都障害者福祉セン 京都府京都市南区吉祥院西定成町35番地 理事長 前田文男
0000004531 691-4101 中小企業市内ター

京都府京都市中京区烏丸通夷川北入少将井町239番地 代表取締役 杉本英和
株式会社京都新聞印刷0000015892 241-6145 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 左京区吉田 二本松町無番地京都大学内 代表理事 國見伸行
京都大学生活協同組合0000019857 753-7640 中小企業市内 （専務理事 國見伸行）

京都府京都市中京区室町通御池上る御池之町309番地 代表取締役 中村基衞
株式会社京都通信社0000000762 075-211-2340 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条下ル三条町349-2 理事長 奈良磐雄
公益社団法人 京都デザイン協会0000017295 050-3385-8008 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 東大竹町1番地 代表取締役 長谷川夏代
株式会社京都プロセス工芸社0000018812 841-6956 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537番地4号 代表取締役社長 福永法弘
株式会社京都ホテル0000023575 211-5111 大企業市内

京都府京都市北区紫野花ノ坊町11番地 理事長 松田一成
社会福祉法人京都ライトハウス0000002018 462-4400 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝南福西町3丁目4‐7 代表取締役 高畠誠
株式会社京富士印刷0000008812 681-4358 中小企業市内

京都府京都市中京区姉小路通東洞院東入笹屋町446番地3 松井ビル4-Ａ 代表取締役 松本圭
株式会社京マグ0000015868 202-4346 中小企業市内

京都府京都市右京区西院清水町13番地 代表取締役 大田直人
協和印刷株式会社0000009932 312-4010 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 日宝御池ビル８Ｆ 代表取締役 足立諦俊
株式会社近広0000019298 231-6181 中小企業市内

京都府京都市下京区室町通五条上る坂東屋町267番 代表取締役 坂田俊嗣
株式会社ＫＩＮＳＨＡ0000021328 361-4391 中小企業市内

京都府京都市上京区室町通一条上る福長町534番地7 代表取締役 木村治
株式会社琴声堂0000004655 431-3691 中小企業市内

京都府京都市北区紫野南花ノ坊町63 日下部潔
日下部静光堂0000002015 462-3010 中小企業市内

京都府京都市右京区西院三蔵町47-3 代表取締役 西野能央
株式会社グラフィック0000010335 050-3366-5590 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町6番地 代表取締役 中野幸太
巧美堂印刷株式会社0000001288 312-8216 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京式部町54 代表 林正章
工房はんどめいど0000014702 802-2256 中小企業市内

京都府京都市中京区錦小路通烏丸西入占出山町311番地 代表取締役 太田稔
株式会社コギト0000022856 231-8767 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京藤ノ木町16番地 代表取締役 児玉国人
株式会社こだま印刷所0000020748 841-0052 中小企業市内
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京都府京都市左京区岡崎南御所町40 代表取締役 亀井三万
古都亀井印刷株式会社0000003622 075-771-6656 中小企業市内

京都府京都市 中京区堀川通 錦小路下る錦堀川町650番地 代表取締役 柴田剛史
有限会社古都デザイン0000018144 257-3810 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋南琵琶町16番地 代表取締役 太野垣裕二
寿フォーム印刷株式会社0000003167 672-8061 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通錦小路下る小結棚町436 フィエルテ四条烏丸シュッド1001 代表取締役 角田美紀子
株式会社こども文化研究所0000009759 256-0706 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市南区西九条大国町26番地 代表取締役 徳田隆
株式会社コミュニティ洛南0000014664 661-5210 中小企業市内

京都府京都市中京区天神山町277 K-an５F 代表取締役 曽和裕次
コンセプトグラマー有限会社0000020189 222-1132 中小企業市内

京都府京都市 中京区柳馬場通 三条上る油屋町90番地 アーバネックス三条307号 代表取締役 荒木邦久
ＧＯＢＵ株式会社0000018679 212-1933 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹上梅ノ木町62番地 代表取締役 吉村伸
西湖堂印刷株式会社0000001641 075-494-4100 中小企業市内

京都府京都市 中京区堺町通 御池下る丸木材木町671番地 エクレーヌ御池2F201 代表取締役 開澤秀文
株式会社坂井本店0000014608 256-2345 中小企業市内

京都府京都市左京区静市市原町6番地 代表取締役 杉原重孝
有限会社三栄0000021110 741-9321 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町37番地 代表取締役 松井勝美
株式会社サンエムカラー0000010362 671-8498 中小企業市内

京都府京都市北区紫野西御所田町14番地2 代表取締役 吉川忠男
サンケイデザイン株式会社0000001951 441-9125 中小企業市内

京都府京都市南区西九条大国町21番地の2 代表 岡本輝明
サンシャイン企画0000022241 468-3900 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生高樋町17番地11 代表取締役 田中稔彦
有限会社三条スタンプ0000015371 842-1414 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通竹屋町下る弁財天町300番地 代表取締役 多田守男
三星商事印刷株式会社0000009956 256-0961 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京左馬寮町７番地 代表取締役 寺口秀晃
三和印刷株式会社0000009958 841-5453 中小企業市内

京都府京都市南区久世大藪町426番地 代表取締役 中川洋
シーティーシージャパン株式会社0000010368 921-1110 中小企業市内

（京都府）京都府京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町518番地 前田エスエヌビル2階 代表取締役社長 西村仁志
株式会社写真化学0000008344 254-7899 中小企業市内 （副本部長 山田博司）
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京都府京都市 下京区五条通河原町西入本塩竈町558番地 代表取締役 小川順司
株式会社 昭英社0000018950 351-1811 中小企業市内

京都府京都市上京区上長者町通油小路東入有春町173番地 代表取締役 川勝一清
商報社カワカツ印刷株式会社0000014691 431-5587 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 伏見区深草 十九軒町543番地 代表取締役 鈴木一朗
進晃堂印刷株式会社0000013835 641-2889 中小企業市内 （専務取締役 鈴木康司）

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町7番地 代表取締役社長 杉谷明彦
株式会社信天堂0000015910 841-3031 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原上川原町21番地 代表取締役 竹村正治
新日本プロセス株式会社0000003069 661-5688 中小企業市内

京都府京都市下京区油小路仏光寺上る風早町五六六 代表取締役 中村功
有限会社真陽社0000001623 075-351-6034 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽但馬町117番地 代表取締役 土橋祥宏
信和印刷株式会社0000009539 603-4444 中小企業市内

京都府京都市南区西九条大国町3 中野新一
慈恩広告社0000020760 693-9092 中小企業市内

京都府京都市中京区油小路通六角下ル六角油小路町317 代表取締役 柴田宣史
有限会社時代工房0000015782 254-8582 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋平垣町47番地1 代表取締役 馬場俊光
株式会社実業エージェンシー0000019982 662-7133 中小企業市内

京都府京都市下京区正面通高瀬東入山王町343番地 代表取締役 馬場俊光
株式会社実業広告社0000001725 371-3151 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京南聖町18番地 代表取締役 金岡諒樹
株式会社ジャストトレード0000020479 813-5828 中小企業市内

株式会社ジャパンインターナショ 京都府京都市右京区西京極西池田町9番地5 西京極駅前ビル6階 代表取締役 藤原壮督
0000010379 924-2603 中小企業市内ナル総合研究所

京都府京都市下京区西七条御前田町28番地2 代表取締役 松岡晋一郎
株式会社スイッチ．ティフ0000014625 326-1192 中小企業市内

株式会社ＳＣＲＥＥＮクリエイテ 京都府京都市右京区西京極新明町13-1 代表取締役 中村典生
0000021810 325-6221 中小企業市内ィブコミュニケーションズ

京都府京都市中京区柳馬場通六角下る井筒屋町409番地410番地合地 代表取締役 鈴木裕
株式会社鈴木松風堂0000000801 211-5641 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東御前田町6-1 代表取締役 田中親
有限会社スタジオ貳拾壹0000014555 493-2414 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦小手角町20-5 代表取締役 河野真一
株式会社誠友社0000009546 872-3977 中小企業市内

京都府京都市下京区間之町通高辻下る稲荷町529番地の4 代表取締役 古川加津夫
株式会社千手0000009548 351-6057 中小企業市内
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京都府京都市 南区唐橋 赤金町67番地10 代表取締役 嶋田かをり
株式会社ゼニス0000019928 671-7100 中小企業市内

京都府京都市 中京区高倉通 二条上る天守町766番地 代表取締役 田中雅博
創栄図書印刷株式会社0000017281 255-2288 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町2番地 代表取締役 木原庸裕
双林株式会社0000003236 681-7748 中小企業市内

京都府京都市中京区御池通り大宮西入ル門前町165-1 代表取締役 出口武志
株式会社創和紙行0000019997 801-6191 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市 伏見区舞台町1番地 代表取締役社長 水野整
大平印刷株式会社0000012770 605-3330 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町4番地 代表取締役 瀧麻由香
株式会社太洋堂0000008614 315-8910 中小企業市内

京都府京都市 右京区太秦 蜂岡町30番地 高屋宏章
たかや印房0000017312 861-0447 中小企業市内

京都府京都市中京区丸太町通烏丸西入常真横町290番地の１ 代表取締役 竹田賢司
株式会社竹田謄写堂0000000927 222-1056 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀分木町市有地 代表取締役 田中幸雄
田中印刷株式会社0000001222 311-6160 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通麩屋町東入石不動之町677番地の2 代表取締役 田中直樹
株式会社田中プリント0000001552 343-0006 中小企業市内

（京都府）京都府京都市下京区五条通烏丸東入松屋町438番地 （タナックスビル４Ｆ） 代表取締役 田中一平
株式会社ＴＡＮＡ-Ｘ0000014622 361-2005 大企業市内 （支店長 青木浩之）

京都府京都市右京区西院太田町88 代表取締役 谷昌宏
株式会社谷印刷所0000009992 313-0630 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通新町西入ル釜座町22 ストークビル三条烏丸4Ｆ 代表取締役 坂本伸二
株式会社ダイ0000001111 254-0646 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田藁屋町111番地 代表取締役 小柴康志
株式会社大円0000002654 603-0121 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨高木町39番地-1 代表取締役 谷功一
株式会社大光社0000000931 707-1333 中小企業市内

京都市南区東九条南石田町１番地 代表取締役 高橋洋平
朝陽堂印刷株式会社0000010177 681-5331 中小企業市内

京都府京都市伏見区東大手町781番地 代表取締役 土田信行
株式会社ツチダ0000011022 622-2233 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院向田東町14 代表取締役 福田浩志
土山印刷株式会社0000013767 312-1321 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京馬代町6番地の16 代表取締役 爲國光俊
株式会社ティ・プラス0000002029 462-7889 中小企業市内
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京都府京都市 中京区二条通 寺町東入榎木町97番地 大興ビル4Ｆ 代表取締役 小原賢晃
株式会社デイック0000003587 222-0013 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通三条上る下丸屋町404-2 タケウチビル4F 代表取締役 板倉一成
株式会社ディレクターズ・ユニブ0000019311 222-5525 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前八軒町20-1 レオパレス塚修103 代表 田中聡
デザインハウス ティーズ0000009806 253-1566 中小企業市内

京都府京都市南区久世大薮町426番地 代表取締役 中川洋
電算紙株式会社0000015955 933-0261 中小企業市内

有限会社トータルプランニングア 京都府京都市南区上鳥羽金仏35番地 代表取締役 水谷泉
0000022631 692-3500 中小企業市内イム

京都府京都市伏見区中島中道町133番地 代表取締役 土谷潤一郎
東洋印刷株式会社0000001196 604-2006 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院池ノ内町67番地 代表取締役 井上重樹
常盤印刷紙工株式会社0000014642 672-3115 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京馬代町6番地の16 代表取締役 為國光俊
株式会社図書印刷同朋舎0000001696 205-5506 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨夜光町16-1 コスモエル下鴨 代表取締役 辻本将仁
株式会社トライソリューション0000023233 777-8078 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀正会町1番地1 代表取締役 和本賢一
株式会社ドラマ0000022643 585-5352 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通河原町西入榎木町92番地 代表取締役 中谷泰之
有限会社中谷徽章堂0000009587 231-4072 中小企業市内

京都府京都市上京区下立売通小川東入ル西大路町146番地 代表取締役 中西秀彦
中西印刷株式会社0000001925 441-3157 中小企業市内

京都府京都市左京区静市市原町174 代表取締役 中西通夫
株式会社中西工藝0000015968 741-3300 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽藁田町55番地 代表取締役 中村勝弘
中村印刷株式会社0000008386 682-7666 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条御前田町51-1 代表取締役 岡本義高
有限会社中村印刷所0000012698 311-4502 中小企業市内

京都府京都市 左京区新柳馬場通 仁王門下る菊鉾町321番地 代表取締役 西村昌央
株式会社西村兄弟印刷所0000018181 771-8649 中小企業市内

京都府京都市中京区衣棚通御池上る下妙覚寺町195番地 K･M･Gビル3階 代表取締役 後藤裕一
株式会社日商社0000000773 211-3571 中小企業市内

日本カラーフォトスタジオ株式会 京都府京都市右京区山ノ内宮前町5-7 代表取締役 伊藤正博
0000010200 811-7272 中小企業市内社

日本写真印刷コミュニケーション 京都府京都市中京区壬生花井町3番地 代表取締役 高瀬昌治
0000008165 777-6015 中小企業市内ズ株式会社

京都府京都市伏見区久我西出町3-61 代表取締役 安達正純
ニューカラー写真印刷株式会社0000009833 921-7200 中小企業市内
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（京都府）京都府京都市南区久世殿城町214 代表取締役 野崎隆男
野崎印刷紙業株式会社0000004149 757-8210 大企業市内

（所長 小林正明）

特定非営利活動法人ハートブライ （京都府）京都府京都市中京区西ノ京円町4番1 理事長 野地芳雄
0000022924 463-5280 中小企業市内

（施設長 古賀直充）ト

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町28-46 代表 橋本将典
橋本印刷0000008166 311-7803 中小企業市内

京都府京都市 下京区七条御所ノ内 北町64-11 代表 和田雅博
八集堂印刷社0000020134 316-2113 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生松原町3番地の12 代表取締役 武知秀實
株式会社ひでみ企画0000001429 322-3717 中小企業市内

京都府京都市 北区紫野 北舟岡町4番地の9 代表 柳田昭彦
日向工房0000017299 451-0306 中小企業市内

有限会社ひのでやエコライフ研究 京都府京都市下京区高倉通高辻下る葛籠屋町515番地1 代表取締役 鈴木靖文
0000016791 708-8152 中小企業市内所

京都府京都市上京区竹屋町通千本東入主税町1217番地の1 代表取締役 長崎多加志
日吉印刷株式会社0000022292 821-0808 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通松屋町下る鏡石町32番地 代表取締役 古市洋二
ひらくと株式会社0000021982 366-3867 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹西高縄町14 代表者 平野拓也
平野拓也デザイン事務所0000023639 090-5570-5549 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田久保町2番96-2 代表取締役 山元昇
ビジネスサービス株式会社0000010482 645-2212 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町635番地2 梓ビル4階 代表取締役 村田光
株式会社ピクチャレスク0000019282 075-746-3790 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町68番地 代表取締役 大槻重喜
ファイティングポーズ株式会社0000019515 315-2422 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院中河原西屋敷町15 代表取締役 橋本優
株式会社ファインワークス0000013807 781-9225 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町79番地 ヤサカ四条烏丸ビル5階 代表取締役 田伏辰也
株式会社フィールド0000021780 251-0577 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津中村町20番地33 代表 藤井司
フォトオフィス フジイ0000015449 201-1213 中小企業市内

特定非営利活動法人福祉工房Ｐ＆ 京都府京都市伏見区風呂屋町256-8 桃山サニーハイツ1階 代表 半田敏照
0000018811 605-8777 中小企業市内Ｐ

京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町565番地 代表取締役 松下明史
株式会社福住商店0000003257 682-7158 中小企業市内

京都府京都市伏見区本材木町668-3 月桂冠酒造オフィス1・2号室 理事長 増田徳兵衛
特定非営利活動法人伏見観光協会0000022672 622-8758 中小企業市内

有限会社伏見プランニングセンタ 京都府京都市伏見区本材木町668番地3 月桂冠酒蔵オフィス3号室 代表取締役 中川雄介
0000010043 622-8750 中小企業市内ー
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京都府京都市山科区東野森野町46番地の4 代表取締役 藤田浩嗣
株式会社フジタ0000008308 592-7550 中小企業市内

京都府京都市西京区牛ヶ瀬新田泓町６番地１ 代表取締役 藤原智之
藤原製本株式会社0000018178 381-7509 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生神明町1番地41ー1 代表社員 木村素子
Plustus合同会社0000021606 080-5307-2939 中小企業市内

京都府京都市下京区綾小路通新町東入ル善長寺町131番地 代表取締役 藏田一伸
ＰｒｉｎｔＫ株式会社0000021953 746-4191 中小企業市内

京都府京都市東山区新宮川町通松原下る西御門町456番地 代表取締役 山崎寛
株式会社プレスハウス0000002224 075-531-4101 中小企業市内

京都府京都市 中京区間之町通 御池上ル高田町503番地 花柳ビル1F 代表取締役 北川清和
株式会社平安光業0000000976 231-1177 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂北ノ口町243番地 代表取締役 長谷川良樹
株式会社紅屋0000022354 381-0088 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院向田東町3番地 代表取締役 青竹理一郎
株式会社紅屋袋店0000001424 322-1061 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通竹屋町下る弁財天町302番地 代表取締役 鈴木巧
株式会社便利堂0000001009 231-4351 中小企業市内

京都府京都市 右京区西院 東今田町36番地 代表取締役 細野光代
有限会社北斗社印刷所0000020718 311-5573 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨高木町38番地の2 代表取締役 西川大祐
株式会社北斗プリント社0000003725 791-6125 中小企業市内

京都府京都市上京区上立売通小川西入御三軒町39番地 代表取締役 増田英健
増田印刷有限会社0000001888 431-6167 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生森町1番地 代表取締役 中井誠
株式会社松本印刷0000008855 821-2222 中小企業市内

京都府京都市上京区御前通一条上る東竪町114番地 代表取締役 松本安博
株式会社松本京文堂印刷0000008101 463-4321 中小企業市内

京都府京都市中京区西洞院通夷川上る毘沙門町398-3 ＡＸＩＳ105 代表取締役 田村憲一
株式会社ミームファクトリー0000021253 748-1479 中小企業市内

（京都府）京都府京都市上京区新烏丸頭町164-3 代表取締役 三島邦弘
株式会社ミシマ社0000020154 746-3438 中小企業市内 （長谷川実央）

京都府京都市左京区岡崎成勝寺町五番地ノ壱 代表取締役 平田克則
株式会社美也古商会0000021986 761-0385 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院池ノ内町10 代表取締役 中村仁
明文舎印刷株式会社0000014681 681-2741 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパーク6号館204号 代表取締役 寺原紳次
株式会社メディアプラン0000022670 323-6161 中小企業市内

特定非営利活動法人やさしいデザ 京都府京都市 下京区中堂寺 粟田町93番地 京都リサーチパークスタジオ棟101 理事 生駒豪康
0000022690 315-9072 中小企業市内イン
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京都府京都市中京区黒門通三条上る上一文字町298番地 矢野雅夫
矢野芳文社0000009863 841-1922 中小企業市内

京都府京都市上京区寺之内通小川西入宝鏡院東町588番地 代表取締役 山代晃義
山代印刷株式会社0000001947 441-8177 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草 正覚町1-29-11 代表取締役 久保田直樹
有限会社ヤマシロプリンティング0000012724 202-2773 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽塔ノ森 柴東町249 代表取締役 瀧本正明
株式会社やまとカーボン社0000019507 662-0391 中小企業市内

京都府京都市中京区蛸薬師通堺町東入雁金町378番地 代表取締役 山中浩史
有限会社山中紙工所0000019880 223-2181 中小企業市内

京都府京都市右京区西院小米町11番地1 ルピナスコゴメ1-B 代表取締役社長 神野太志
株式会社ユキサキ0000021074 925-6626 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川西平井町22番地2 代表取締役 圓城新子
株式会社ユニオン・エー0000021950 724-0410 中小企業市内

京都府京都市右京区西院清水町141番地 代表取締役 畔田忠嗣
株式会社ユニティー0000016042 316-2341 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目76番地 代表取締役 橋本良郎
株式会社ユニ・プラン0000008469 934-0003 中小企業市内

京都府京都市下京区不明門通五条上ル玉屋町513 代表取締役 數井利次
株式会社楽次0000001643 075-351-9537 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町307の24番地 代表取締役 松崎洋毅
洛東印刷株式会社0000002182 501-1010 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町307番地14 代表取締役 松崎武司
洛東デザイン株式会社0000021818 595-0001 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草フケノ内町3番地の2 代表取締役 北尾盛貴
株式会社洛陽0000011828 641-4339 中小企業市内

株式会社リーフ・パブリケーショ 京都府京都市中京区烏丸通姉小路下る場之町592番地 メディナ烏丸御池４階 代表取締役 高野和也
0000013107 255-7263 中小企業市内ンズ

京都府京都市中京区坂本町686 2ビー 代表取締役 地野裕子
株式会社ルゥルゥ商會0000023628 050-3690-1222 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎西福ノ川町24番地8号 代表取締役 見増勇介
ｙｍｄｅｓｉｇｎ株式会社0000023689 090-9703-1004 中小企業市内

京都府京都市上京区烏丸通上御霊前上る内構町420番地の3 代表取締役 中島源和
和光印刷株式会社0000013788 441-5408 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0003 印刷（フォーム）
0001 印刷（フォーム）

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市 右京区西院 月双町118番地 代表取締役 梶原孝典
株式会社アール工芸印刷社0000017374 325-1170 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草五反田町6番地9 代表取締役 西山成在
株式会社アイエムジー0000022255 641-0985 中小企業市内

京都府京都市中京区丸太町通小川西入横鍛治町100番地 代表取締役 古崎良一
株式会社ITP0000014745 211-9112 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田真幡木町162 ハイツ雅105号 代表社員 毎田一朗
合同会社アイテム0000022863 748-7316 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南鉾立町54番地の6 代表取締役 笠原孝司
明比印刷工芸株式会社0000003048 075-661-3131 中小企業市内

京都府京都市上京区今新在家町200 代表取締役 上木博之
アストラルエス株式会社0000014566 414-1122 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町101番地 代表取締役 吉田元基
有限会社アズ0000022837 822-4976 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町133番地 代表取締役 貴能加代子
アテンサプライ株式会社0000022624 585-3136 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338番地 京都四条河原町ビル9階 代表取締役 足立由紀子
株式会社アド・プラネット0000020527 741-7419 中小企業市内

（京都府）京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地 代表取締役 小谷達雄
株式会社イセトー0000001138 255-8711 中小企業市内 （部長 水谷歩）

京都府京都市下京区西七条西久保町3番地 石角嘉徳
イワタヤ0000009132 313-4248 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐の段町12番地 代表取締役 中西剛
岩本印刷株式会社0000021979 671-2112 中小企業市内

京都府京都市中京区玉蔵町121番地 美濃利ビル503 代表取締役 鈴木秋子
株式会社ＷＡＲＥＨＯＵＳＥ0000022833 741-7491 中小企業市内

京都府京都市上京区裏門通中立売上る今新在家町200番地 代表取締役 上木啓吾
株式会社上木印刷0000001940 441-6012 中小企業市内

京都府京都市下京区新町通四条下ル四条町349 京都友禅ビル5F 代表取締役 中尾光孝
株式会社エコノシスデザイン0000021051 746-5002 中小企業市内

京都府京都市 上京区今出川通 七本松西入真盛町743番地1 代表取締役 晴間茂
株式会社エビスデザイン0000018697 464-5511 中小企業市内

京都府京都市 下京区綾小路通 寺町西入足袋屋町332番地の1 代表取締役 大島博司
大島テープ株式会社0000018079 361-3101 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院東前田町36番地 代表取締役 大槻裕樹
株式会社大槻シール印刷0000015364 691-7521 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院流作町31番地 代表取締役社長 中村辰靖
株式会社オスカーヤマト印刷0000017431 313-3513 中小企業市内

株式会社ＯＦＦＩＣＥ ＳＡＷＡ 京都府京都市東山区今熊野椥ノ森町11番地46 代表取締役 澤村栄治
0000022527 533-3581 中小企業市内ＭＵＲＡ
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京都府京都市右京区西院巽町40 代表取締役 谷内伸行
有限会社オフィスショップ・ヤチ0000023423 312-7297 中小企業市内

京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内

京都府京都市上京区室町通上立売下る裏築地町84番地 代表取締役 片岡潤哉
片岡メディアデザイン株式会社0000014630 451-1010 中小企業市内

京都府京都市 上京区寺之内通 新町西入妙顕寺前町506番地 代表取締役 西村宜浩
株式会社キクザワ0000017311 432-0181 中小企業市内

京都府京都市北区大将軍西町71番地 代表理事 三宅一三
共栄企業組合0000016434 464-1811 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺前田町23-8 代表取締役 力石雅弘
株式会社京都こぴい0000008520 371-4145 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 左京区吉田 二本松町無番地京都大学内 代表理事 國見伸行
京都大学生活協同組合0000019857 753-7640 中小企業市内

（専務理事 國見伸行）

京都府京都市下京区木津屋橋通新町西入東塩小路町601番地 ＮＵＰビルディング京都駅 代表取締役社長 森口健吾
京都電子計算株式会社0000008220 241-5552 中小企業市内 前

京都府京都市 中京区壬生 東大竹町1番地 代表取締役 長谷川夏代
株式会社京都プロセス工芸社0000018812 841-6956 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537番地4号 代表取締役社長 福永法弘
株式会社京都ホテル0000023575 211-5111 大企業市内

京都府京都市中京区姉小路通東洞院東入笹屋町446番地3 松井ビル4-Ａ 代表取締役 松本圭
株式会社京マグ0000015868 202-4346 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 日宝御池ビル８Ｆ 代表取締役 足立諦俊
株式会社近広0000019298 231-6181 中小企業市内

京都府京都市下京区室町通五条上る坂東屋町267番 代表取締役 坂田俊嗣
株式会社ＫＩＮＳＨＡ0000021328 361-4391 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京藤ノ木町16番地 代表取締役 児玉国人
株式会社こだま印刷所0000020748 841-0052 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎南御所町40 代表取締役 亀井三万
古都亀井印刷株式会社0000003622 075-771-6656 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋南琵琶町16番地 代表取締役 太野垣裕二
寿フォーム印刷株式会社0000003167 672-8061 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通錦小路下る小結棚町436 フィエルテ四条烏丸シュッド1001 代表取締役 角田美紀子
株式会社こども文化研究所0000009759 256-0706 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市中京区天神山町277 K-an５F 代表取締役 曽和裕次
コンセプトグラマー有限会社0000020189 222-1132 中小企業市内

京都府京都市 中京区柳馬場通 三条上る油屋町90番地 アーバネックス三条307号 代表取締役 荒木邦久
ＧＯＢＵ株式会社0000018679 212-1933 中小企業市内
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京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市北区紫野西御所田町14番地2 代表取締役 吉川忠男
サンケイデザイン株式会社0000001951 441-9125 中小企業市内

京都府京都市南区久世大藪町426番地 代表取締役 中川洋
シーティーシージャパン株式会社0000010368 921-1110 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 伏見区深草 十九軒町543番地 代表取締役 鈴木一朗
進晃堂印刷株式会社0000013835 641-2889 中小企業市内 （専務取締役 鈴木康司）

京都府京都市伏見区下鳥羽但馬町117番地 代表取締役 土橋祥宏
信和印刷株式会社0000009539 603-4444 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町38番地 代表取締役 桜井護
株式会社じむけん0000002800 075-622-3737 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京南聖町18番地 代表取締役 金岡諒樹
株式会社ジャストトレード0000020479 813-5828 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条御前田町28番地2 代表取締役 松岡晋一郎
株式会社スイッチ．ティフ0000014625 326-1192 中小企業市内

株式会社ＳＣＲＥＥＮクリエイテ 京都府京都市右京区西京極新明町13-1 代表取締役 中村典生
0000021810 325-6221 中小企業市内ィブコミュニケーションズ

京都府京都市中京区柳馬場通六角下る井筒屋町409番地410番地合地 代表取締役 鈴木裕
株式会社鈴木松風堂0000000801 211-5641 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市 南区唐橋 赤金町67番地10 代表取締役 嶋田かをり
株式会社ゼニス0000019928 671-7100 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町2番地 代表取締役 木原庸裕
双林株式会社0000003236 681-7748 中小企業市内

京都府京都市中京区御池通り大宮西入ル門前町165-1 代表取締役 出口武志
株式会社創和紙行0000019997 801-6191 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町4番地 代表取締役 瀧麻由香
株式会社太洋堂0000008614 315-8910 中小企業市内

京都府京都市南区久世築山町452番地4 代表取締役 田中辰法
株式会社田中印刷0000002872 933-2191 中小企業市内

（京都府）京都府京都市下京区五条通烏丸東入松屋町438番地 （タナックスビル４Ｆ） 代表取締役 田中一平
株式会社ＴＡＮＡ-Ｘ0000014622 361-2005 大企業市内 （支店長 青木浩之）

京都府京都市中京区壬生相合町58の7 代表取締役 玉岡太郎
有限会社玉岡商店0000008694 812-7653 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通新町西入ル釜座町22 ストークビル三条烏丸4Ｆ 代表取締役 坂本伸二
株式会社ダイ0000001111 254-0646 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田藁屋町111番地 代表取締役 小柴康志
株式会社大円0000002654 603-0121 中小企業市内
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京都府京都市伏見区東大手町781番地 代表取締役 土田信行
株式会社ツチダ0000011022 622-2233 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通三条上る下丸屋町404-2 タケウチビル4F 代表取締役 板倉一成
株式会社ディレクターズ・ユニブ0000019311 222-5525 中小企業市内

京都府京都市南区久世大薮町426番地 代表取締役 中川洋
電算紙株式会社0000015955 933-0261 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町133番地 代表取締役 土谷潤一郎
東洋印刷株式会社0000001196 604-2006 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京馬代町6番地の16 代表取締役 為國光俊
株式会社図書印刷同朋舎0000001696 205-5506 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀正会町1番地1 代表取締役 和本賢一
株式会社ドラマ0000022643 585-5352 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条御前田町51-1 代表取締役 岡本義高
有限会社中村印刷所0000012698 311-4502 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津石灘町１２番地の５ 代表取締役 西田隆治
西喜紙工株式会社0000014601 881-6132 中小企業市内

京都府京都市南区西九条院町26番地 代表取締役 羽渕淳
株式会社ニッセン0000023620 682-2109 大企業市内

（京都府）京都府京都市南区久世殿城町214 代表取締役 野崎隆男
野崎印刷紙業株式会社0000004149 757-8210 大企業市内 （所長 小林正明）

京都府京都市上京区竹屋町通千本東入主税町1217番地の1 代表取締役 長崎多加志
日吉印刷株式会社0000022292 821-0808 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹西高縄町14 代表者 平野拓也
平野拓也デザイン事務所0000023639 090-5570-5549 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田久保町2番96-2 代表取締役 山元昇
ビジネスサービス株式会社0000010482 645-2212 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町635番地2 梓ビル4階 代表取締役 村田光
株式会社ピクチャレスク0000019282 075-746-3790 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町68番地 代表取締役 大槻重喜
ファイティングポーズ株式会社0000019515 315-2422 中小企業市内

特定非営利活動法人福祉工房Ｐ＆ 京都府京都市伏見区風呂屋町256-8 桃山サニーハイツ1階 代表 半田敏照
0000018811 605-8777 中小企業市内Ｐ

京都府京都市伏見区本材木町668-3 月桂冠酒造オフィス1・2号室 理事長 増田徳兵衛
特定非営利活動法人伏見観光協会0000022672 622-8758 中小企業市内

有限会社伏見プランニングセンタ 京都府京都市伏見区本材木町668番地3 月桂冠酒蔵オフィス3号室 代表取締役 中川雄介
0000010043 622-8750 中小企業市内ー

京都府京都市西京区牛ヶ瀬新田泓町６番地１ 代表取締役 藤原智之
藤原製本株式会社0000018178 381-7509 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂北ノ口町243番地 代表取締役 長谷川良樹
株式会社紅屋0000022354 381-0088 中小企業市内
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京都府京都市 右京区西院 東今田町36番地 代表取締役 細野光代
有限会社北斗社印刷所0000020718 311-5573 中小企業市内

京都府京都市上京区上立売通小川西入御三軒町39番地 代表取締役 増田英健
増田印刷有限会社0000001888 431-6167 中小企業市内

京都府京都市上京区御前通一条上る東竪町114番地 代表取締役 松本安博
株式会社松本京文堂印刷0000008101 463-4321 中小企業市内

京都府京都市中京区西洞院通夷川上る毘沙門町398-3 ＡＸＩＳ105 代表取締役 田村憲一
株式会社ミームファクトリー0000021253 748-1479 中小企業市内

京都府京都市上京区寺之内通小川西入宝鏡院東町588番地 代表取締役 山代晃義
山代印刷株式会社0000001947 441-8177 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草 正覚町1-29-11 代表取締役 久保田直樹
有限会社ヤマシロプリンティング0000012724 202-2773 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽塔ノ森 柴東町249 代表取締役 瀧本正明
株式会社やまとカーボン社0000019507 662-0391 中小企業市内

京都府京都市右京区西院小米町11番地1 ルピナスコゴメ1-B 代表取締役社長 神野太志
株式会社ユキサキ0000021074 925-6626 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川西平井町22番地2 代表取締役 圓城新子
株式会社ユニオン・エー0000021950 724-0410 中小企業市内

京都府京都市右京区西院清水町141番地 代表取締役 畔田忠嗣
株式会社ユニティー0000016042 316-2341 中小企業市内

株式会社リーフ・パブリケーショ 京都府京都市中京区烏丸通姉小路下る場之町592番地 メディナ烏丸御池４階 代表取締役 高野和也
0000013107 255-7263 中小企業市内ンズ

京都府京都市左京区岡崎西福ノ川町24番地8号 代表取締役 見増勇介
ｙｍｄｅｓｉｇｎ株式会社0000023689 090-9703-1004 中小企業市内
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京都府京都市伏見区竹田西内畑町3番地 代表取締役社長 芝原統
株式会社アヴニール0000004301 602-2098 中小企業市内

京都府京都市下京区高倉通五条下る堺町22番地3 代表取締役 吉川幸伸
旭テクノ化成株式会社0000015831 341-5252 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町18 代表取締役 粕渕剛
アルヒテクトン株式会社0000022645 712-9901 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市東山区本町10丁目189-1 助野弘春
一橋堂0000009126 541-0812 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西久保町3番地 石角嘉徳
イワタヤ0000009132 313-4248 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通堺町角塩竈町363番地 代表取締役 岡村充泰
株式会社ウエダ本社0000009704 341-4111 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草下川原町125 下川原小堀マンション２１号 代表取締役 小山田國光
株式会社エスエス0000023332 606-1992 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル４階 代表取締役 市村徹
株式会社エソール0000023215 823-0510 中小企業市内

京都府京都市東山区大仏南門通大和大路東入四丁目東瓦町693番地の3 平山亜津子
エビスヤ画材0000009148 561-4308 中小企業市内

京都府京都市北区小山西花池町1-1 代表取締役 大垣守弘
株式会社大垣書店0000001849 075-414-0769 中小企業市内

京都府京都市 下京区綾小路通 寺町西入足袋屋町332番地の1 代表取締役 大島博司
大島テープ株式会社0000018079 361-3101 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町東丁田10-3 代表取締役 植田康嗣
株式会社オフィス京北0000011730 075-852-1410 中小企業市内

京都府京都市右京区西院巽町40 代表取締役 谷内伸行
有限会社オフィスショップ・ヤチ0000023423 312-7297 中小企業市内

京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生土居ノ内町19-13 林千代子
officeやまと0000016784 311-9000 中小企業市内

京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町217番地 代表取締役 垣見秀彦
株式会社垣見汲古堂0000000872 075-221-3051 中小企業市内
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京都府京都市下京区西七条西八反田町110番地4 代表取締役 氷置光雄
株式会社カゴヒロ0000021572 311-9477 中小企業市内

京都府京都市南区東九条西河辺町33番地 代表取締役 植木力
株式会社カスタネット0000004680 075-681-9100 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市西京区桂上豆田町38番地の3 代表取締役 中村晃造
有限会社桂書房0000001768 381-5094 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 南区唐橋 川久保町37番地 代表取締役 寺田義行
有限会社カナリヤ0000018740 671-1230 中小企業市内 （取締役 寺田典子）

京都府京都市右京区太秦安井小山町15-6 代表取締役 菅沼俊二
株式会社キクタ0000003529 748-0575 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋大宮尻町16番地の1 代表取締役 東郷尚文
株式会社規文堂0000003183 681-0717 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西新林町5丁目1-18 代表取締役 三宅久嗣
株式会社久栄堂0000012712 331-1232 中小企業市内

京都府京都市東山区渋谷通大和大路東入ル下新シ町350番地 代表取締役 森島聖夫
株式会社教育研究所0000008445 561-9121 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽八ノ坪10番地36 代表取締役 早藤清隆
有限会社京都アクト0000009734 592-7478 中小企業市内

京都インターネットコミュニケー 京都府京都市右京区花園巽南町15 代表 森島啓一
0000009924 463-2350 中小企業市内ションオフィス ＳＹＡＲＡＫＵ

京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町443番地 代表取締役 松原常夫
京都インバン株式会社0000000895 221-5601 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極橋詰町30番地 代表取締役 兼田和重
京都紙商事株式会社0000009310 325-1810 中小企業市内

京都府京都市東山区大仏南門通大和大路東入四丁目東瓦町693番地の3 代表取締役 平山由紀夫
有限会社京都市立芸術大学購売部0000009184 561-4308 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 左京区吉田 二本松町無番地京都大学内 代表理事 國見伸行
京都大学生活協同組合0000019857 753-7640 中小企業市内 （専務理事 國見伸行）

京都府京都市山科区勧修寺柴山15番地の36 高木利隆
京都パルコ販売0000002569 593-9472 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 東大竹町1番地 代表取締役 長谷川夏代
株式会社京都プロセス工芸社0000018812 841-6956 中小企業市内

京都府京都市 西京区御陵大枝山町 １丁目12-4 代表取締役 中村重廣
京洛工芸株式会社0000019874 332-8245 中小企業市内

京都府京都市山科区東野中井ノ上町1番地21 代表取締役 團良幸
近畿オービス株式会社0000014029 591-4425 中小企業市内

京都府京都市左京区新間之町通二条下ル頭町351 蓮岡修
きんだあらんど0000009745 752-9275 中小企業市内
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京都府京都市東山区祇園町北側250番地 代表取締役 森田俊延
有限会社祇園のもりた0000010315 561-3675 中小企業市内

京都府京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前町64番地 代表者 熊田隆史
クマダ0000003573 771-0245 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通錦小路上ル百足屋町380番地 代表取締役 黒竹節人
株式会社くろちく0000018279 256-9117 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極畔勝町26番地 代表取締役 野本知広
株式会社グリップ0000023605 325-4855 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

（京都府）京都府京都市西京区桂千代原町61-5 代表取締役 竹内博
株式会社桂電社0000023157 391-1277 中小企業市内 （取締役 竹内淳祐）

京都府京都市北区紫野石龍町23番地の11 代表取締役 小池高史
小池教材株式会社0000002133 492-1005 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京藤ノ木町16番地 代表取締役 児玉国人
株式会社こだま印刷所0000020748 841-0052 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎南御所町40 代表取締役 亀井三万
古都亀井印刷株式会社0000003622 075-771-6656 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐新開8-3 代表 佐々木伸和
ささき商会0000002366 075-571-6132 中小企業市内

京都府京都市南区東九条上御霊町5 代表取締役 笹原完弘
株式会社笹原文化堂0000018271 671-0123 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市東山区鞘町通七条上ル下堀詰町242 代表取締役 瀬田保二
株式会社賛交社0000011933 075-541-1112 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生高樋町17番地11 代表取締役 田中稔彦
有限会社三条スタンプ0000015371 842-1414 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市 下京区五条通河原町西入本塩竈町558番地 代表取締役 小川順司
株式会社 昭英社0000018950 351-1811 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通仏光寺下る万里小路町164番地 代表取締役 高野智之
株式会社松楳園0000010382 351-6380 中小企業市内

京都府京都市中京区四条通大宮西入壬生坊城町25番地 代表取締役 田中大介
株式会社正美堂0000003947 075-841-4371 中小企業市内
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京都府京都市中京区西ノ京南聖町18番地 代表取締役 金岡諒樹
株式会社ジャストトレード0000020479 813-5828 中小企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通六角下る井筒屋町409番地410番地合地 代表取締役 鈴木裕
株式会社鈴木松風堂0000000801 211-5641 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東御前田町6-1 代表取締役 田中親
有限会社スタジオ貳拾壹0000014555 493-2414 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市中京区御池通り大宮西入ル門前町165-1 代表取締役 出口武志
株式会社創和紙行0000019997 801-6191 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市中京区車屋町通夷川上る少将井御旅町359 代表取締役 川崎幸子
株式会社大洋商会0000017409 231-0277 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町246の1 代表取締役 高木正司
高木金属株式会社0000022906 933-4775 中小企業市内

京都府京都市西京区松尾大利町18番地の1 代表取締役 高嶋徹
有限会社タカシマ書店0000009271 381-2739 中小企業市内

京都府京都市 右京区太秦 蜂岡町30番地 高屋宏章
たかや印房0000017312 861-0447 中小企業市内

京都府京都市上京区土屋町通上長者町下る山王町504番地 代表取締役 大塚加代子
宝教材株式会社0000009274 451-2536 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707 烏丸シティ・コア1F 代表取締役 竹田登
株式会社竹田事務機0000012784 351-0132 中小企業市内

京都府京都市中京区丸太町通烏丸西入常真横町290番地の１ 代表取締役 竹田賢司
株式会社竹田謄写堂0000000927 222-1056 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内

（京都府）京都府京都市下京区五条通烏丸東入松屋町438番地 （タナックスビル４Ｆ） 代表取締役 田中一平
株式会社ＴＡＮＡ-Ｘ0000014622 361-2005 大企業市内 （支店長 青木浩之）

京都府京都市中京区壬生相合町58の7 代表取締役 玉岡太郎
有限会社玉岡商店0000008694 812-7653 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市伏見区風呂屋町269 代表 池上一夫
ダルマ屋印房0000002694 075-611-2622 中小企業市内
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京都府京都市右京区嵯峨明星町5番地24 代表取締役 内田税雄
株式会社中央精器0000004059 871-8400 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨明星町5番地24 代表取締役 内田真弓
有限会社中央フォトサービス0000010417 871-4628 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町74番地 代表取締役 島嘉秀
株式会社長角堂0000003682 781-6681 中小企業市内

京都府京都市伏見区東大手町781番地 代表取締役 土田信行
株式会社ツチダ0000011022 622-2233 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨天龍寺車道町1番地 代表取締役 中村芳裕
株式会社天龍堂0000010425 871-0235 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京馬代町6番地の16 代表取締役 為國光俊
株式会社図書印刷同朋舎0000001696 205-5506 中小企業市内

特定非営利活動法人ＴＯＳＳいち 京都府京都市伏見区醍醐南端山町15番地54号 理事長 越智敏洋
0000021980 090-3360-6377 中小企業市内ばん星

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨夜光町16-1 コスモエル下鴨 代表取締役 辻本将仁
株式会社トライソリューション0000023233 777-8078 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田神楽岡町110 中井勉
中井教材店0000009309 771-6938 中小企業市内

京都府京都市下京区万寿寺通高倉東入官社殿町189番地 代表取締役 小吹修三
株式会社中川商店0000001599 351-2683 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通河原町西入榎木町92番地 代表取締役 中谷泰之
有限会社中谷徽章堂0000009587 231-4072 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通新町東入中野之町160番地 中村雅一
中村翠雲堂印房0000001627 351-6586 中小企業市内

京都府京都市南区九条通新千本西入 代表取締役 西島三雄
有限会社西島光正堂0000011883 681-4561 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生馬場町15番地の5 代表取締役 西村太嗣
株式会社 西村新0000003928 841-2106 中小企業市内

京都府京都市上京区下立売通堀川西入西橋詰町269番地 代表取締役 畑秀明
株式会社畑正0000008328 812-0480 中小企業市内

京都府京都市伏見区向島吹田河原町73番地の15 花木祥文
花木教材0000002775 621-7981 中小企業市内

京都府京都市東山区大仏南門通大和大路東入東瓦町681 代表理事 松井武司
東山企業組合0000010478 541-3181 中小企業市内

京都府京都市東山区三条通白川橋西入今小路町89番地の1 日出幸健一
日出幸ガラス店0000003570 771-0136 中小企業市内

京都府京都市 北区紫野 北舟岡町4番地の9 代表 柳田昭彦
日向工房0000017299 451-0306 中小企業市内
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京都府京都市上京区竹屋町通千本東入主税町1217番地の1 代表取締役 長崎多加志
日吉印刷株式会社0000022292 821-0808 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通竹屋町上ル大文字町241番地 代表取締役 平岩亘
株式会社平岩0000000926 222-1041 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹西高縄町14 代表者 平野拓也
平野拓也デザイン事務所0000023639 090-5570-5549 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田久保町2番96-2 代表取締役 山元昇
ビジネスサービス株式会社0000010482 645-2212 中小企業市内

京都府京都市伏見区本材木町668-3 月桂冠酒造オフィス1・2号室 理事長 増田徳兵衛
特定非営利活動法人伏見観光協会0000022672 622-8758 中小企業市内

有限会社伏見プランニングセンタ 京都府京都市伏見区本材木町668番地3 月桂冠酒蔵オフィス3号室 代表取締役 中川雄介
0000010043 622-8750 中小企業市内ー

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市山科区東野森野町46番地の4 代表取締役 藤田浩嗣
株式会社フジタ0000008308 592-7550 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草藤森町37番地 大嶽佳雄
藤の森 みのや0000002905 641-5822 中小企業市内

京都府京都市西京区牛ヶ瀬新田泓町６番地１ 代表取締役 藤原智之
藤原製本株式会社0000018178 381-7509 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市中京区下本能寺前町492-1 ゼスト御池地下街 代表取締役 洞本昌哉
株式会社ふたば書房0000023159 223-6300 中小企業市内

京都府京都市上京区五辻通浄福寺西入一色町27番1の332 メガロコープ西陣Ａ棟 代表取締役 幸田英和
フリーブライト株式会社0000021281 432-8560 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町30 代表取締役 木本和秀
平安キヤノン事務機株式会社0000003196 681-2591 中小企業市内

京都府京都市 中京区間之町通 御池上ル高田町503番地 花柳ビル1F 代表取締役 北川清和
株式会社平安光業0000000976 231-1177 中小企業市内

京都府京都市中京区富小路通姉小路西入菊屋町570 代表取締役 村井信介
マインドシステム株式会社0000009637 252-8446 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通御幸町東入る山本町406 代表取締役 前川幸夫
株式会社前川誠意堂0000010052 231-0480 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京中保町26 前川澄弘
前川文具店0000001985 461-0984 中小企業市内

京都府京都市上京区上立売通小川西入御三軒町39番地 代表取締役 増田英健
増田印刷有限会社0000001888 431-6167 中小企業市内
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京都府京都市南区上鳥羽尻切町15-4 代表取締役 松尾吉起
株式会社マツオ0000003065 661-5200 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内中町6番地 代表取締役 松本博伸
株式会社松本事務光機0000001312 313-1618 中小企業市内

京都府京都市伏見区伯耆町6番地 取締役社長 林文子
有限会社松本堂0000002686 611-1549 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通竹屋町上る大倉町215番地 代表取締役 松吉隆夫
株式会社松吉画材0000004634 222-1223 中小企業市内

京都府京都市北区紫野石龍町４０番地 代表取締役 四柳昌朗
丸太屋産業株式会社0000018200 493-5301 中小企業市内

京都府京都市 中京区西ノ京 壺ノ内町20番地6 代表取締役 中川貴之
株式会社マルナカ商会0000017323 822-8600 中小企業市内

京都府京都市南区西九条西蔵王町2番地 取締役 栗山雅行
有限会社マルビシ0000003304 691-7925 中小企業市内

京都府京都市下京区万寿寺通寺町西入植松町736番地 取締役 松田義教
有限会社萬善0000001603 351-3074 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西内畑町19番地 代表取締役 井上智之
株式会社三井田商事0000002810 622-6611 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

京都府京都市伏見区下板橋町579番地 代表取締役 大嶽幸夫
株式会社みのや0000002729 612-1800 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町149番地 代表取締役 福本和博
有限会社みやこ0000008357 611-5170 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川東瀬ノ内町1番地2 小笠原好孝
都教材0000009375 702-3451 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 南鉾立町54-3 三輪玲
三輪紙店0000018205 681-4955 中小企業市内

京都府京都市伏見区向島善阿弥町17番地の1 辻本和樹
向島書店0000009857 601-7470 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極南庄境町39番地 代表取締役 村上真一
村上紙業株式会社0000001267 312-4551 中小企業市内

京都府京都市伏見区伯耆町2番地 代表取締役 村上好夫
ムラカミビジネス株式会社0000013071 611-1464 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1 代表取締役 森本裕康
株式会社森本八十八商店0000001236 311-8231 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内北町72番地 代表取締役社長 八木正利
八木株式会社0000009662 313-1239 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条北東野町八番地 代表取締役 山田静馬
有限会社山田文章堂0000001308 313-1414 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0004 文具類・書籍
0001 文房具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区四ツ塚町22番地 代表取締役 山田一馬
有限会社山田屋商店0000009391 691-4881 中小企業市内

京都府京都市上京区千本通中立売上る玉屋町37番地 代表取締役 山本剛
株式会社やまもと0000010542 432-0141 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生西大竹町24-1 山本忠道
山本幸正堂印房0000001218 311-4543 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹上本町40 代表取締役 湯谷好貴
有限会社湯谷文昌堂0000002142 492-2821 中小企業市内

京都府京都市右京区西院清水町141番地 代表取締役 畔田忠嗣
株式会社ユニティー0000016042 316-2341 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草 キトロ町32番地10 代表 太田篤志
ゆりかご育英社0000017253 643-1919 中小企業市内

京都府京都市下京区和気町12番地 代表取締役 佐藤能生
株式会社リビングハシモト0000001721 371-2608 中小企業市内

ZIP179
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0002 書籍・出版物・地図

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市 右京区西院 月双町118番地 代表取締役 梶原孝典
株式会社アール工芸印刷社0000017374 325-1170 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨本町26番地 代表取締役 冨田英男
株式会社葵書房0000013833 791-1155 中小企業市内

京都府京都市中京区車屋町通竹屋町上る砂金町403 田丸産業ビル4階 代表取締役 伊藤惠
株式会社アクティブケイ0000014633 255-6586 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町1丁目19番地 取締役 高橋猛
有限会社アドテック0000002962 075-643-0160 中小企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通夷川上る五丁目239番地1 kyotansu ebisugawa 401 代表取締役 西村義之
アドブレーン株式会社0000003832 253-0321 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338番地 京都四条河原町ビル9階 代表取締役 足立由紀子
株式会社アド・プラネット0000020527 741-7419 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市下京区西酢屋町10番地 代表者 市原とも美
市原栄光堂0000008086 075-371-6843 中小企業市内

京都府京都市東山区本町10丁目189-1 助野弘春
一橋堂0000009126 541-0812 中小企業市内

京都府京都市下京区寺町通高辻下ル京極町510番地 代表取締役 井上雅規
株式会社井上文鴻堂0000001591 075-351-1430 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草下川原町125 下川原小堀マンション２１号 代表取締役 小山田國光
株式会社エスエス0000023332 606-1992 中小企業市内

京都府京都市南区四ツ塚町86 取締役 前田茂樹
有限会社エッチシーエヌ0000010100 692-3167 中小企業市内

（京都府）京都府京都市伏見区横大路下三栖辻堂町76 代表 熊谷誠
絵本のこたち0000021801 202-2698 中小企業市内

（店長 熊谷聡子）

京都府京都市中京区丸太町通小川西入横鍛冶町100番地 石田大成社ビル 代表取締役 柴田憲一
株式会社遠藤写真工芸所0000009449 223-1202 中小企業市内

京都府京都市中京区小川通二条上る槌屋町611番地 代表取締役 大入達男
株式会社大入0000022530 212-0248 中小企業市内

京都府京都市北区小山西花池町1-1 代表取締役 大垣守弘
株式会社大垣書店0000001849 075-414-0769 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町東丁田10-3 代表取締役 植田康嗣
株式会社オフィス京北0000011730 075-852-1410 中小企業市内

株式会社ＯＦＦＩＣＥ ＳＡＷＡ 京都府京都市東山区今熊野椥ノ森町11番地46 代表取締役 澤村栄治
0000022527 533-3581 中小企業市内ＭＵＲＡ

京都府京都市右京区西院巽町40 代表取締役 谷内伸行
有限会社オフィスショップ・ヤチ0000023423 312-7297 中小企業市内
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京都府京都市東山区東大路渋谷下る妙法院前側町451-1 代表取締役 高瀬誠
有限会社カスガ東林書房0000010297 561-8990 中小企業市内

京都府京都市上京区室町通上立売下る裏築地町84番地 代表取締役 片岡潤哉
片岡メディアデザイン株式会社0000014630 451-1010 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市西京区桂上豆田町38番地の3 代表取締役 中村晃造
有限会社桂書房0000001768 381-5094 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山福島太夫南町66番地 店主 川勝啓太
川勝書店0000010303 611-1643 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田本町27-8 園寿和
関西地図センター0000008378 761-5141 中小企業市内

京都府京都市 上京区寺之内通 新町西入妙顕寺前町506番地 代表取締役 西村宜浩
株式会社キクザワ0000017311 432-0181 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西新林町5丁目1-18 代表取締役 三宅久嗣
株式会社久栄堂0000012712 331-1232 中小企業市内

京都府京都市東山区渋谷通大和大路東入ル下新シ町350番地 代表取締役 森島聖夫
株式会社教育研究所0000008445 561-9121 中小企業市内

京都府京都市南区東九条河辺町21 代表取締役社長 松岡聖
株式会社教材研究所0000010113 681-1591 中小企業市内

京都インターネットコミュニケー 京都府京都市右京区花園巽南町15 代表 森島啓一
0000009924 463-2350 中小企業市内ションオフィス ＳＹＡＲＡＫＵ

京都府京都市下京区中堂寺坊城町28番地 代表取締役 新林小百合
有限会社京都こどものとも社0000010322 841-4265 中小企業市内

京都府京都市東山区円山町463番地 理事長 森本幸裕
公益財団法人京都市都市緑化協会0000020562 561-1350 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町239番地 代表取締役 前畑知之
京都新聞企画事業株式会社0000009737 213-8100 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 左京区吉田 二本松町無番地京都大学内 代表理事 國見伸行
京都大学生活協同組合0000019857 753-7640 中小企業市内 （専務理事 國見伸行）

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 代表理事 木下博之
一般社団法人京都電業協会0000001375 342-0110 中小企業市内

京都府京都市 中京区中筋通 夷川上る鉾田町306番地 代表取締役社長 新井慎平
京都府教科図書販売株式会社0000017346 211-1381 中小企業市内

京都府京都市 中京区二条通 河原町東入樋之口町457 代表理事 犬石吉洋
京都府書店商業組合0000017297 231-7515 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 東大竹町1番地 代表取締役 長谷川夏代
株式会社京都プロセス工芸社0000018812 841-6956 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝南福西町3丁目4‐7 代表取締役 高畠誠
株式会社京富士印刷0000008812 681-4358 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0004 文具類・書籍
0002 書籍・出版物・地図
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京都府京都市左京区新間之町通二条下ル頭町351 蓮岡修
きんだあらんど0000009745 752-9275 中小企業市内

京都府京都市北区紫野南花ノ坊町63 日下部潔
日下部静光堂0000002015 462-3010 中小企業市内

京都府京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前町64番地 代表者 熊田隆史
クマダ0000003573 771-0245 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

京都府京都市北区紫野石龍町23番地の11 代表取締役 小池高史
小池教材株式会社0000002133 492-1005 中小企業市内

京都府京都市中京区錦小路通烏丸西入占出山町311番地 代表取締役 太田稔
株式会社コギト0000022856 231-8767 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京藤ノ木町16番地 代表取締役 児玉国人
株式会社こだま印刷所0000020748 841-0052 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市南区東九条上御霊町5 代表取締役 笹原完弘
株式会社笹原文化堂0000018271 671-0123 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京中保町28 河野健樹
サッカーの店カワノ0000021768 461-1230 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町37番地 代表取締役 松井勝美
株式会社サンエムカラー0000010362 671-8498 中小企業市内

京都府京都市北区大宮東脇台町35-4 中山剛
三希堂0000009955 494-3670 中小企業市内

京都府京都市東山区鞘町通七条上ル下堀詰町242 代表取締役 瀬田保二
株式会社賛交社0000011933 075-541-1112 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通り蛸薬師上る奈良屋町293番地 代表取締役 清水英司
株式会社清水屋商店0000010377 221-0272 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通仏光寺下る万里小路町164番地 代表取締役 高野智之
株式会社松楳園0000010382 351-6380 中小企業市内

京都府京都市中京区四条通大宮西入壬生坊城町25番地 代表取締役 田中大介
株式会社正美堂0000003947 075-841-4371 中小企業市内

京都府京都市中京区油小路通六角下ル六角油小路町317 代表取締役 柴田宣史
有限会社時代工房0000015782 254-8582 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京南聖町18番地 代表取締役 金岡諒樹
株式会社ジャストトレード0000020479 813-5828 中小企業市内
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株式会社ＳＣＲＥＥＮクリエイテ 京都府京都市右京区西京極新明町13-1 代表取締役 中村典生
0000021810 325-6221 中小企業市内ィブコミュニケーションズ

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市中京区御池通り大宮西入ル門前町165-1 代表取締役 出口武志
株式会社創和紙行0000019997 801-6191 中小企業市内

京都府京都市中京区新椹木町通竹屋町上る西革堂町175番地 代表取締役 山岸豊
株式会社大龍堂書店0000000995 075-231-3036 中小企業市内

京都府京都市西京区松尾大利町18番地の1 代表取締役 高嶋徹
有限会社タカシマ書店0000009271 381-2739 中小企業市内

京都府京都市上京区土屋町通上長者町下る山王町504番地 代表取締役 大塚加代子
宝教材株式会社0000009274 451-2536 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通麩屋町東入石不動之町677番地の2 代表取締役 田中直樹
株式会社田中プリント0000001552 343-0006 中小企業市内

京都府京都市 右京区太秦 堀ケ内町31番地 代表取締役 御舘治
株式会社たぬき堂0000010750 861-0534 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通新町西入ル釜座町22 ストークビル三条烏丸4Ｆ 代表取締役 坂本伸二
株式会社ダイ0000001111 254-0646 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨天龍寺車道町1番地 代表取締役 中村芳裕
株式会社天龍堂0000010425 871-0235 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通三条上る下丸屋町404-2 タケウチビル4F 代表取締役 板倉一成
株式会社ディレクターズ・ユニブ0000019311 222-5525 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京馬代町6番地の16 代表取締役 為國光俊
株式会社図書印刷同朋舎0000001696 205-5506 中小企業市内

特定非営利活動法人ＴＯＳＳいち 京都府京都市伏見区醍醐南端山町15番地54号 理事長 越智敏洋
0000021980 090-3360-6377 中小企業市内ばん星

京都府京都市伏見区深草西浦町四丁目60番地の3 代表取締役 富永秀雄
株式会社富永建設0000002918 641-7695 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市西京区桂下豆田町36-2 代表取締役 花田睦子
有限会社ドリーム・ワークス0000010193 383-4811 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田神楽岡町110 中井勉
中井教材店0000009309 771-6938 中小企業市内

京都府京都市北区大将軍東鷹司町214 代表取締役 中村隆之
有限会社ナカムラ0000003811 366-3747 中小企業市内
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京都府京都市下京区西七条御前田町51-1 代表取締役 岡本義高
有限会社中村印刷所0000012698 311-4502 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草フチ町14番地の193 代表者 長谷川真三
ナカヨシ書店0000008180 641-0927 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通夷川上ル指物町327番地 代表取締役社長 新井慎平
株式会社永澤金港堂0000023131 231-2046 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生馬場町15番地の5 代表取締役 西村太嗣
株式会社 西村新0000003928 841-2106 中小企業市内

京都府京都市伏見区向島吹田河原町73番地の15 花木祥文
花木教材0000002775 621-7981 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京小堀池町8-2 代表取締役 山本敬一
株式会社東山書房0000010479 841-9278 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生松原町3番地の12 代表取締役 武知秀實
株式会社ひでみ企画0000001429 322-3717 中小企業市内

京都府京都市上京区竹屋町通千本東入主税町1217番地の1 代表取締役 長崎多加志
日吉印刷株式会社0000022292 821-0808 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹西高縄町14 代表者 平野拓也
平野拓也デザイン事務所0000023639 090-5570-5549 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町79番地 ヤサカ四条烏丸ビル5階 代表取締役 田伏辰也
株式会社フィールド0000021780 251-0577 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市西京区牛ヶ瀬新田泓町６番地１ 代表取締役 藤原智之
藤原製本株式会社0000018178 381-7509 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市中京区下本能寺前町492-1 ゼスト御池地下街 代表取締役 洞本昌哉
株式会社ふたば書房0000023159 223-6300 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通竹屋町下る弁財天町302番地 代表取締役 鈴木巧
株式会社便利堂0000001009 231-4351 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨高木町38番地の2 代表取締役 西川大祐
株式会社北斗プリント社0000003725 791-6125 中小企業市内

京都府京都市伏見区石田桜木21番地の35 前川茂
マエカワ書店0000010507 571-0078 中小企業市内

京都府京都市南区西九条西蔵王町2番地 取締役 栗山雅行
有限会社マルビシ0000003304 691-7925 中小企業市内

京都府京都市南区四ツ塚町13番地 取締役 小野哲志
有限会社萬字堂0000014667 672-0066 中小企業市内

京都府京都市上京区丸太町通千本東入ル小山町908番地の3 代表取締役 横谷宏一
有限会社萬年堂0000003962 841-5840 中小企業市内
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（京都府）京都府京都市上京区新烏丸頭町164-3 代表取締役 三島邦弘
株式会社ミシマ社0000020154 746-3438 中小企業市内

（長谷川実央）

京都府京都市 伏見区伯耆町3の1 代表取締役 芝村善次郎
有限会社 みつや書店0000017204 601-1647 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

京都府京都市伏見区下板橋町579番地 代表取締役 大嶽幸夫
株式会社みのや0000002729 612-1800 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町149番地 代表取締役 福本和博
有限会社みやこ0000008357 611-5170 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川東瀬ノ内町1番地2 小笠原好孝
都教材0000009375 702-3451 中小企業市内

京都府京都市上京区小川通寺之内上る二丁目禅昌院町648番地の1 代表取締役 大谷裕巳
株式会社ミリエーム0000020532 451-5111 中小企業市内

京都府京都市伏見区向島善阿弥町17番地の1 辻本和樹
向島書店0000009857 601-7470 中小企業市内

京都府京都市上京区今出川通千本西入南上善寺町146番地の2 森俊二
森安心堂書店0000010529 462-8823 中小企業市内

京都府京都市中京区聚楽廻西町183 森下智史
モリシタ書店0000010530 841-5195 中小企業市内

京都府京都市山科区御陵岡町30番地18 代表取締役 近藤敦子
株式会社山科書店0000002514 592-1058 中小企業市内

京都府京都市南区四ツ塚町22番地 代表取締役 山田一馬
有限会社山田屋商店0000009391 691-4881 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川西平井町22番地2 代表取締役 圓城新子
株式会社ユニオン・エー0000021950 724-0410 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目76番地 代表取締役 橋本良郎
株式会社ユニ・プラン0000008469 934-0003 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草 キトロ町32番地10 代表 太田篤志
ゆりかご育英社0000017253 643-1919 中小企業市内

京都府京都市下京区花屋町通油小路西入西若松町255番地 代表取締役 曽我悦子
吉田地図販売株式会社0000017353 602-7150 中小企業市内

京都府京都市中京区坂本町686 2ビー 代表取締役 地野裕子
株式会社ルゥルゥ商會0000023628 050-3690-1222 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎西福ノ川町24番地8号 代表取締役 見増勇介
ｙｍｄｅｓｉｇｎ株式会社0000023689 090-9703-1004 中小企業市内

京都府京都市伏見区京町南八丁目101の3番地 若林次郎
若林書店0000002687 611-1665 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通二条下ル妙満寺前町446 代表取締役 若林久嗣
有限会社若林書店0000013217 231-2250 中小企業市内
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京都府京都市左京区二条通新間之町西入頭町333番地 代表取締役 青山悦大
青山商事株式会社0000003548 075-761-2161 中小企業市内

京都府京都市中京区車屋町通竹屋町上る砂金町403 田丸産業ビル4階 代表取締役 伊藤惠
株式会社アクティブケイ0000014633 255-6586 中小企業市内

京都府京都市上京区黒門通出水上ル吉野町701番地 代表取締役 淺井俊郎
株式会社アサイ0000009882 417-0550 中小企業市内

京都府京都市下京区高倉通五条下る堺町22番地3 代表取締役 吉川幸伸
旭テクノ化成株式会社0000015831 341-5252 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通夷川上ル藤木町24番地 代表取締役 多田裕昭
株式会社旭堂楽器店0000012995 231-0538 中小企業市内

京都府京都市左京区高野東開町26番地の2 山田祐子
芦田楽器店0000009120 722-6555 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町83番地 代表取締役 太仁茂雄
アルタカ株式会社0000022595 693-3551 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町18 代表取締役 粕渕剛
アルヒテクトン株式会社0000022645 712-9901 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市上京区寺町通丸太町上る信富町309番地 代表取締役 池村將勝
株式会社池村理科器械店0000000898 075-221-6221 中小企業市内

京都府京都市北区烏丸通鞍馬口下ル上御霊上江町233番地 代表取締役 一木克彦
株式会社一木楽器0000001847 075-414-0092 中小企業市内

京都府京都市下京区西酢屋町10番地 代表者 市原とも美
市原栄光堂0000008086 075-371-6843 中小企業市内

京都府京都市東山区本町10丁目189-1 助野弘春
一橋堂0000009126 541-0812 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西久保町3番地 石角嘉徳
イワタヤ0000009132 313-4248 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨野千代ノ道町26番地42 代表 苗村和彦
ウエストミュージック ナエムラ0000021261 864-9557 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町36-13 代表者 水上文彰
Water Up Farm0000022385 755-4485 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市南区四ツ塚町86 取締役 前田茂樹
有限会社エッチシーエヌ0000010100 692-3167 中小企業市内

京都府京都市東山区大仏南門通大和大路東入四丁目東瓦町693番地の3 平山亜津子
エビスヤ画材0000009148 561-4308 中小企業市内

京都府京都市 右京区常盤 山下町1-110 代表取締役 大江健
株式会社大江理工社0000017287 873-5520 中小企業市内
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京都府京都市北区小山西花池町1-1 代表取締役 大垣守弘
株式会社大垣書店0000001849 075-414-0769 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市右京区西院巽町40 代表取締役 谷内伸行
有限会社オフィスショップ・ヤチ0000023423 312-7297 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山福島太夫南町66番地 店主 川勝啓太
川勝書店0000010303 611-1643 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通五条上る西橋詰町七五二番地 代表取締役 山本修三
有限会社画箋堂0000001527 341-3288 中小企業市内

京都府京都市中京区聚楽廻松下町8 濱崎勇次
楽器匠はまさき0000003745 801-1170 中小企業市内

京都府京都市上京区大宮通寺之内上る3丁目北仲之町506-3 代表 北川将身
きたがわ0000015867 451-7233 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋大宮尻町16番地の1 代表取締役 東郷尚文
株式会社規文堂0000003183 681-0717 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西新林町5丁目1-18 代表取締役 三宅久嗣
株式会社久栄堂0000012712 331-1232 中小企業市内

京都府京都市東山区渋谷通大和大路東入ル下新シ町350番地 代表取締役 森島聖夫
株式会社教育研究所0000008445 561-9121 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽八ノ坪10番地36 代表取締役 早藤清隆
有限会社京都アクト0000009734 592-7478 中小企業市内

京都府京都市東山区清水四丁目171 代表取締役 岩崎勤
株式会社京都イワサキ0000002281 075-561-3110 中小企業市内

京都インターネットコミュニケー 京都府京都市右京区花園巽南町15 代表 森島啓一
0000009924 463-2350 中小企業市内ションオフィス ＳＹＡＲＡＫＵ

株式会社京都エー・ブイ・システ 京都府京都市下京区西七条南月読町45番地 代表取締役 米本和男
0000001415 321-4536 中小企業市内ム

京都府京都市右京区常盤森町8番地 代表取締役 岡村敏史
株式会社京都黒板製作所0000004072 075-872-3015 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺坊城町28番地 代表取締役 新林小百合
有限会社京都こどものとも社0000010322 841-4265 中小企業市内

株式会社京都システムエンジニア 京都府京都市伏見区竹田泓ノ川町25 代表取締役 中堀佐一郎
0000001369 603-2131 中小企業市内リング

京都府京都市東山区大仏南門通大和大路東入四丁目東瓦町693番地の3 代表取締役 平山由紀夫
有限会社京都市立芸術大学購売部0000009184 561-4308 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北庄境町10番地 代表取締役 新井春樹
京都陶芸機材有限会社0000016811 316-1656 中小企業市内
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京都府京都市 中京区中筋通 夷川上る鉾田町306番地 代表取締役社長 新井慎平
京都府教科図書販売株式会社0000017346 211-1381 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京内畑町41番3 代表理事 小川宣久
京都府木材協同組合連合会0000023226 802-2991 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 東大竹町1番地 代表取締役 長谷川夏代
株式会社京都プロセス工芸社0000018812 841-6956 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山井伊掃部西町23-4 北村隆昭
京美堂運動具店0000002627 601-5871 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺東金ケ崎町83番地 代表取締役 金谷広司
有限会社京洛チャイルド社0000009485 502-3198 中小企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院池田町8番地 代表取締役 西田繁夫
株式会社共和0000011703 681-2506 中小企業市内 （所長 三浦康利）

京都府京都市左京区新間之町通二条下ル頭町351 蓮岡修
きんだあらんど0000009745 752-9275 中小企業市内

京都府京都市東山区祇園町北側250番地 代表取締役 森田俊延
有限会社祇園のもりた0000010315 561-3675 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町238番地 代表取締役 久保洋史
株式会社久保塗板製作所0000003286 691-5100 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極畔勝町26番地 代表取締役 野本知広
株式会社グリップ0000023605 325-4855 中小企業市内

京都府京都市 右京区京北 細野町 瀧ノ向6番地2 代表理事 米嶋昌史
京北銘木生産協同組合0000018151 852-0490 中小企業市内

京都府京都市北区紫野石龍町23番地の11 代表取締役 小池高史
小池教材株式会社0000002133 492-1005 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西新林町5-1 増岡朝治
鴻業堂0000001486 075-332-1383 中小企業市内

京都府京都市中京区錦小路通烏丸西入占出山町311番地 代表取締役 太田稔
株式会社コギト0000022856 231-8767 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市上京区笹屋町千本西入笹屋四丁目273番3 代表取締役 木村厚文
コンピュータ・システム株式会社0000002022 462-5411 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市伏見区納所町586‐11 岩崎巖
サクラ幼保センター0000002842 075-631-4058 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京中保町28 河野健樹
サッカーの店カワノ0000021768 461-1230 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山筒井伊賀東町86-3 アムス桃山1Ｆ 浅見健
サッカープロショップセルバ0000012814 601-8055 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0005 学校・保育用品
0001 教材

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市北区大宮東脇台町35-4 中山剛
三希堂0000009955 494-3670 中小企業市内

京都府京都市北区紫野西御所田町14番地2 代表取締役 吉川忠男
サンケイデザイン株式会社0000001951 441-9125 中小企業市内

京都府京都市東山区鞘町通七条上ル下堀詰町242 代表取締役 瀬田保二
株式会社賛交社0000011933 075-541-1112 中小企業市内

京都府京都市下京区麩屋町通仏光寺上ル俵屋町290番地 鹿田明
鹿田喜造漆店0000009233 351-7106 中小企業市内

京都府京都市 西京区大枝 沓掛町26-666 代表取締役 秋山毅
株式会社シネマ・ワーク0000009966 331-7820 中小企業市内

京都府京都市上京区椹木町通室町東入養安町239番地 篠原秀夫
篠原商店0000000989 075-231-2462 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通り蛸薬師上る奈良屋町293番地 代表取締役 清水英司
株式会社清水屋商店0000010377 221-0272 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨東本町15番地 中溝秀行
下鴨陶芸0000009969 781-5514 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通仏光寺下る万里小路町164番地 代表取締役 高野智之
株式会社松楳園0000010382 351-6380 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄向田町33番地5-120 代表取締役社長 谷利嘉信
株式会社新映社0000001195 311-1951 中小企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通六角下る井筒屋町409番地410番地合地 代表取締役 鈴木裕
株式会社鈴木松風堂0000000801 211-5641 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田松林町11番地 代表取締役 井上喜代志
株式会社スタジオ三十三0000010390 601-3103 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市北区大将軍西町157-2 代表取締役 安井幸夫
株式会社スポーツアクト0000008677 463-6556 中小企業市内

京都府京都市右京区鳴滝桐ヶ渕町35番地の4 社長 北野勉
スポーツフレンドミツイ0000009255 462-8133 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通柳馬場東入虎石町40番地の1 千田康雄
千洋京都店0000011301 231-2265 中小企業市内

京都府京都市中京区御池通り大宮西入ル門前町165-1 代表取締役 出口武志
株式会社創和紙行0000019997 801-6191 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0005 学校・保育用品
0001 教材

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市西京区松尾大利町18番地の1 代表取締役 高嶋徹
有限会社タカシマ書店0000009271 381-2739 中小企業市内

京都府京都市上京区土屋町通上長者町下る山王町504番地 代表取締役 大塚加代子
宝教材株式会社0000009274 451-2536 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市山科区小山谷田町7番地 代表取締役 竹谷友策
竹谷教材株式会社0000009277 581-0828 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内

京都府京都市伏見区柿木浜町438番地 代表取締役社長 谷本勝弘
有限会社谷本商店0000014892 601-1977 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市左京区二条通川端東入大文字町165番地 取締役 青木康一郎
有限会社大同商事0000016786 691-3258 中小企業市内

京都府京都市上京区六軒町通元誓願寺上ル玉屋町226番地3 代表取締役 木村法由
テクノシステム株式会社0000018249 465-3103 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨天龍寺車道町1番地 代表取締役 中村芳裕
株式会社天龍堂0000010425 871-0235 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通三条上る下丸屋町404-2 タケウチビル4F 代表取締役 板倉一成
株式会社ディレクターズ・ユニブ0000019311 222-5525 中小企業市内

京都府京都市下京区東洞院通四条下ル 代表取締役社長 渡辺康人
株式会社トーセ0000022230 342-2525 大企業市内

特定非営利活動法人ＴＯＳＳいち 京都府京都市伏見区醍醐南端山町15番地54号 理事長 越智敏洋
0000021980 090-3360-6377 中小企業市内ばん星

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀正会町1番地1 代表取締役 和本賢一
株式会社ドラマ0000022643 585-5352 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田神楽岡町110 中井勉
中井教材店0000009309 771-6938 中小企業市内

京都府京都市北区大将軍東鷹司町214 代表取締役 中村隆之
有限会社ナカムラ0000003811 366-3747 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通夷川上ル指物町327番地 代表取締役社長 新井慎平
株式会社永澤金港堂0000023131 231-2046 中小企業市内

京都府京都市下京区富小路通松原南入松原中之町484番地の2 取締役 島則子
有限会社西村松寿堂0000013901 351-0424 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0005 学校・保育用品
0001 教材

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区壬生馬場町15番地の5 代表取締役 西村太嗣
株式会社 西村新0000003928 841-2106 中小企業市内

京都府京都市北区西賀茂柿ノ木町14-2 代表取締役 波多野博章
有限会社波多野スポーツ0000009324 492-0505 中小企業市内

京都府京都市伏見区向島吹田河原町73番地の15 花木祥文
花木教材0000002775 621-7981 中小企業市内

京都府京都市左京区花脊別所町399番地 代表取締役 井上公人
株式会社花背山の家協会0000017309 746-0721 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京御輿岡町25-17 代表取締役 岩本一洋
株式会社ひかりのくに京都0000015258 366-8050 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京小堀池町8-2 代表取締役 山本敬一
株式会社東山書房0000010479 841-9278 中小企業市内

京都府京都市 北区紫野 北舟岡町4番地の9 代表 柳田昭彦
日向工房0000017299 451-0306 中小企業市内

有限会社ひのでやエコライフ研究 京都府京都市下京区高倉通高辻下る葛籠屋町515番地1 代表取締役 鈴木靖文
0000016791 708-8152 中小企業市内所

京都府京都市右京区太秦安井柳通町20番地 代表取締役 平田彰
株式会社平田電気商会0000011710 811-1534 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐御所ノ内83-7 代表取締役 藤田剛士
株式会社藤田木材0000018226 571-0535 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市中京区下本能寺前町492-1 ゼスト御池地下街 代表取締役 洞本昌哉
株式会社ふたば書房0000023159 223-6300 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京冷泉町23 古屋泰佑
フルヤ家具装飾0000003819 811-3602 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市中京区竹屋町通西洞院西入東竹屋町417番地1 代表取締役 前田洋志
株式会社前田医科器械店0000000811 211-7306 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽尻切町15-4 代表取締役 松尾吉起
株式会社マツオ0000003065 661-5200 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通竹屋町上る大倉町215番地 代表取締役 松吉隆夫
株式会社松吉画材0000004634 222-1223 中小企業市内

京都府京都市北区北野上白梅町70番地の1 代表取締役 奥村知史
松良木材株式会社0000010510 461-0268 中小企業市内

京都府京都市南区西九条西蔵王町2番地 取締役 栗山雅行
有限会社マルビシ0000003304 691-7925 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0005 学校・保育用品
0001 教材

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区吉祥院石原上川原町５２ 代表 三木崇司
三木竹材店0000015346 691-1324 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西内畑町19番地 代表取締役 井上智之
株式会社三井田商事0000002810 622-6611 中小企業市内

京都府京都市右京区山ノ内宮前町26-14 荒井宏之
ミツボシ教材0000009372 872-5140 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

京都府京都市伏見区下板橋町579番地 代表取締役 大嶽幸夫
株式会社みのや0000002729 612-1800 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町149番地 代表取締役 福本和博
有限会社みやこ0000008357 611-5170 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川東瀬ノ内町1番地2 小笠原好孝
都教材0000009375 702-3451 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋琵琶町25番地 代表取締役 山本公隆
有限会社未来樹0000012812 935-3586 中小企業市内

京都府京都市上京区小川通寺之内上る二丁目禅昌院町648番地の1 代表取締役 大谷裕巳
株式会社ミリエーム0000020532 451-5111 中小企業市内

京都府京都市伏見区向島善阿弥町17番地の1 辻本和樹
向島書店0000009857 601-7470 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極南庄境町39番地 代表取締役 村上真一
村上紙業株式会社0000001267 312-4551 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通浄福寺西入革堂之内町302 村田孝之
村田教材研究社0000001868 417-6428 中小企業市内

京都府京都市上京区今出川通千本西入南上善寺町146番地の2 森俊二
森安心堂書店0000010529 462-8823 中小企業市内

京都府京都市上京区中立売通西洞院東入三丁町450番地 森田雅之
森田手芸材料店0000004654 431-1446 中小企業市内

京都府京都市南区四ツ塚町22番地 代表取締役 山田一馬
有限会社山田屋商店0000009391 691-4881 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹上本町40 代表取締役 湯谷好貴
有限会社湯谷文昌堂0000002142 492-2821 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草 キトロ町32番地10 代表 太田篤志
ゆりかご育英社0000017253 643-1919 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通二条下ル妙満寺前町446 代表取締役 若林久嗣
有限会社若林書店0000013217 231-2250 中小企業市内

京都府京都市山科区上花山坂尻107-49 フローラル上花山1-C 松岡邦彦
ＯＮＥＳＰＯＲＴＳ0000022000 080-5332-6786 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0005 学校・保育用品
0002 運動用品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市右京区太秦馬塚町25番地1 303 代表者 多門雅弘
暁保全0000022925 600-2208 中小企業市内

京都府京都市上京区黒門通出水上ル吉野町701番地 代表取締役 淺井俊郎
株式会社アサイ0000009882 417-0550 中小企業市内

京都府京都市山科区川田御出町32番地26 代表取締役 栗山将輝
朝日リペア株式会社0000002353 501-4777 中小企業市内

京都府京都市左京区高野東開町26番地の2 山田祐子
芦田楽器店0000009120 722-6555 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草池ノ内町6番地の27 代表取締役 高桑光弘
有限会社アドック0000003002 645-2401 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂森上町20-12 ルミネ上桂101号 荒木嘉明
アラキスポーツ0000001818 075-392-4400 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京上平町17番地 代表取締役 市村俊也
イチムラ株式会社0000010261 841-6018 中小企業市内

京都府京都市東山区本町10丁目189-1 助野弘春
一橋堂0000009126 541-0812 中小企業市内

京都府京都市山科区椥辻草海道町23-70 代表取締役 斉藤隆
有限会社井半0000018017 581-7312 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西久保町3番地 石角嘉徳
イワタヤ0000009132 313-4248 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通堺町角塩竈町363番地 代表取締役 岡村充泰
株式会社ウエダ本社0000009704 341-4111 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師菱川町559番地94 代表取締役 臼井崇
有限会社臼井製作所0000004196 075-954-8759 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉中町395 代表取締役社長 宮田貴之
株式会社エーコープ京都中央0000022651 701-2512 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草下川原町125 下川原小堀マンション２１号 代表取締役 小山田國光
株式会社エスエス0000023332 606-1992 中小企業市内

京都府京都市 北区西賀茂 神光院町146番地 山本幸信
ＳＰとまと0000020464 491-6496 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津高畝町1-1 グランドール梅津1階 代表取締役 藤岡東家
株式会社Ｆカンパニー0000009405 863-5300 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内
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京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市中京区高倉通三条下ル丸屋町161番地の1 代表取締役 川原豊一郎
川原株式会社0000000848 221-0474 中小企業市内

京都府京都市南区大宮通八条下る東寺東門前町18番地 代表取締役 田中聡一
株式会社川村商店0000003294 691-6623 中小企業市内

京都府京都市東山区大和大路通五条上ル東入池殿町205番地 代表取締役 北出秀光
有限会社北出商店0000002286 561-3924 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西新林町5丁目1-18 代表取締役 三宅久嗣
株式会社久栄堂0000012712 331-1232 中小企業市内

京都府京都市東山区下堀詰町２４６ テイブンビル２階 代表取締役 谷口創太
株式会社きゅうべえ0000023350 533-7718 中小企業市内

（京都府）京都府宇治市槇島町清水48 ベルファ宇治1F 代表取締役 近藤秀樹
京都自転車販売株式会社0000022582 0774-25-5000 中小企業市内

（営業企画室室長 近藤大督）

京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町5番地 代表取締役 尾中弘明
京都スポーツクラフト株式会社0000009186 231-3638 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中島町5番地の1 代表取締役 喜多川光平
京都体育施設株式会社0000002990 643-6311 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山井伊掃部西町23-4 北村隆昭
京美堂運動具店0000002627 601-5871 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川久保田町21番地 代表取締役 朝田華美
株式会社京屋0000003399 721-2000 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺東金ケ崎町83番地 代表取締役 金谷広司
有限会社京洛チャイルド社0000009485 502-3198 中小企業市内

京都府京都市 左京区田中 野神町6-21 店主 葛田光雄
クズタ武道具店0000020485 791-0207 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極畔勝町26番地 代表取締役 野本知広
株式会社グリップ0000023605 325-4855 中小企業市内

京都府京都市下京区楊梅通油小路西入卜味金仏町200番地 代表取締役 酒井一樹
株式会社ケイアンドエスネット0000022537 353-3065 中小企業市内

京都府京都市北区紫野石龍町23番地の11 代表取締役 小池高史
小池教材株式会社0000002133 492-1005 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市東山区五条通大橋東入東橋詰町30番地の6 代表取締役 駒田照男
有限会社駒田スポーツ0000009216 561-7079 中小企業市内

京都府京都市 中京区河原町通 二条下ル一之船入町３７６ クロトビル５階 代表取締役 奥村雅美
株式会社ＣＯＭＴＡＳ0000018792 283-1246 中小企業市内
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京都府京都市上京区河原町通丸太町下る伊勢屋町405番地 代表取締役 後藤康輔
株式会社ゴトウスポーツ0000000900 075-221-6366 中小企業市内

京都府京都市伏見区納所町586‐11 岩崎巖
サクラ幼保センター0000002842 075-631-4058 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐新開8-3 代表 佐々木伸和
ささき商会0000002366 075-571-6132 中小企業市内

京都府京都市南区東九条上御霊町5 代表取締役 笹原完弘
株式会社笹原文化堂0000018271 671-0123 中小企業市内

京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町66 代表者 佐竹真彰
佐竹商店0000001006 231-3731 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京中保町28 河野健樹
サッカーの店カワノ0000021768 461-1230 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山筒井伊賀東町86-3 アムス桃山1Ｆ 浅見健
サッカープロショップセルバ0000012814 601-8055 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草加賀屋敷町11 代表取締役 澤井昌則
株式会社サワイ0000008417 644-0151 中小企業市内

京都府京都市山科区東野門口町37番地5 磯野貴子
サン商事0000022885 584-5055 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京南聖町18番地 代表取締役 金岡諒樹
株式会社ジャストトレード0000020479 813-5828 中小企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通六角下る井筒屋町409番地410番地合地 代表取締役 鈴木裕
株式会社鈴木松風堂0000000801 211-5641 中小企業市内

京都府京都市 伏見区竹田 七瀬川町11番地7 代表取締役 林美智雄
株式会社スタジオグローブ0000010978 075-645-8007 中小企業市内

京都府京都市北区大将軍西町157-2 代表取締役 安井幸夫
株式会社スポーツアクト0000008677 463-6556 中小企業市内

京都府京都市伏見区御香宮門前町187 中村伸治
スポーツナカムラ0000014688 603-2422 中小企業市内

京都府京都市北区紫野西藤ノ森町4番地の26 田中康継
スポーツハウスタナカ0000010154 432-5067 中小企業市内

京都府京都市右京区鳴滝桐ヶ渕町35番地の4 社長 北野勉
スポーツフレンドミツイ0000009255 462-8133 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市山科区東野中井ノ上町11番地の42 代表取締役 高橋英司
大成被服工業株式会社0000019543 591-8553 中小企業市内

京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地の5 代表取締役 高下仁史
株式会社タカシタ消防0000002546 593-0119 中小企業市内
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京都府京都市上京区土屋町通上長者町下る山王町504番地 代表取締役 大塚加代子
宝教材株式会社0000009274 451-2536 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町73番地 代表 田阪弘
田阪卓球会館0000010415 642-9558 中小企業市内

京都府京都市伏見区柿木浜町438番地 代表取締役社長 谷本勝弘
有限会社谷本商店0000014892 601-1977 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町23番地の2 代表取締役 拝師知行
株式会社大同0000001228 311-7108 中小企業市内

京都府京都市上京区中立売通日暮東入新白水丸町451-1 代表取締役 木村隆彦
株式会社東山堂0000015964 432-1600 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町31-1 代表取締役 後藤憲介
東洋体機株式会社0000004049 871-4461 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川下池田町79-1 代表取締役 川谷真輝
東和スポーツ施設株式会社0000003351 702-1177 中小企業市内

特定非営利活動法人ＴＯＳＳいち 京都府京都市伏見区醍醐南端山町15番地54号 理事長 越智敏洋
0000021980 090-3360-6377 中小企業市内ばん星

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通松原上ル清水町295番地 代表取締役 長江達也
有限会社トリコロール0000010433 341-0824 中小企業市内

京都府京都市左京区松ケ崎小竹薮町27-25 代表取締役 中島熙泰
有限会社ナウ0000011940 711-1934 中小企業市内

京都府京都市上京区浄福寺通丸太町下ル主税町1123番地 取締役 仁木博敏
有限会社仁木電工0000009588 821-0906 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦安井松本町22番地の22 代表取締役 榎原明彦
株式会社にしむら0000003948 841-4400 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生馬場町15番地の5 代表取締役 西村太嗣
株式会社 西村新0000003928 841-2106 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通松原上ル清水町283番地 代表取締役 西堀孝三郎
日本被服工業株式会社0000008349 361-9496 中小企業市内

京都府京都市南区大宮通八条下る東寺東門前町40番地 代表社員 川村正一
合同会社ハートクリーン0000022652 662-6157 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町61-1 代表取締役 東元三明
株式会社灰真0000014006 661-2223 中小企業市内

京都府京都市北区西賀茂柿ノ木町14-2 代表取締役 波多野博章
有限会社波多野スポーツ0000009324 492-0505 中小企業市内
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京都府京都市中京区西ノ京御輿岡町25-17 代表取締役 岩本一洋
株式会社ひかりのくに京都0000015258 366-8050 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨野神ノ木町36番地の2 代表取締役 山本秀樹
ビーウェイ株式会社0000010475 882-2799 中小企業市内

京都府京都市中京区油小路通竹屋町下ル橋本町494番地1 代表取締役 山本剛也
株式会社ビードリーム0000009688 256-2405 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京御輿岡町24 土手下勝子
ビクトリー0000010481 462-9889 中小企業市内

京都府京都市上京区丸太町通河原町東入駒之町536番地 代表取締役 小森敏史
株式会社ビバ0000014587 251-1800 中小企業市内

京都府京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町519番地12 代表取締役 片山敦司
有限会社福井度量器0000013732 366-8871 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市右京区花園扇野町19-40 宮崎明道
プロショップファイブ0000010497 813-2282 中小企業市内

京都府京都市 南区吉祥院中河原 里北町37番地 代表取締役 田中隆次
株式会社堀田0000020936 754-6620 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院山王町18番地 代表取締役 政春哲次
正春武道具株式会社0000003493 751-0219 中小企業市内

京都府京都市上京区元誓願寺通浄福寺西入革堂町444番地 代表取締役 松村多美男
松村織物株式会社0000001923 441-2822 中小企業市内

京都府京都市 中京区西ノ京 壺ノ内町20番地6 代表取締役 中川貴之
株式会社マルナカ商会0000017323 822-8600 中小企業市内

京都府京都市下京区万寿寺通寺町西入植松町736番地 取締役 松田義教
有限会社萬善0000001603 351-3074 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

京都府京都市伏見区下板橋町579番地 代表取締役 大嶽幸夫
株式会社みのや0000002729 612-1800 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町149番地 代表取締役 福本和博
有限会社みやこ0000008357 611-5170 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草 キトロ町32番地10 代表 太田篤志
ゆりかご育英社0000017253 643-1919 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0005 学校・保育用品
0002 運動用品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市上京区千本丸太町上ル南小山町870番地 代表取締役 安藤正孝
洛陽産業株式会社0000003958 841-5596 中小企業市内

京都府京都市山科区上花山坂尻107-49 フローラル上花山1-C 松岡邦彦
ＯＮＥＳＰＯＲＴＳ0000022000 080-5332-6786 中小企業市内
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京都府京都市伏見区桃山町和泉5番地の39 相坂弘
相坂ガラス0000002726 612-1056 中小企業市内

京都府京都市山科区川田御出町32番地26 代表取締役 栗山将輝
朝日リペア株式会社0000002353 501-4777 中小企業市内

京都府京都市左京区高野東開町26番地の2 山田祐子
芦田楽器店0000009120 722-6555 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市上京区寺町通丸太町上る信富町309番地 代表取締役 池村將勝
株式会社池村理科器械店0000000898 075-221-6221 中小企業市内

京都府京都市下京区西酢屋町10番地 代表者 市原とも美
市原栄光堂0000008086 075-371-6843 中小企業市内

京都府京都市東山区本町10丁目189-1 助野弘春
一橋堂0000009126 541-0812 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨野千代ノ道町26番地42 代表 苗村和彦
ウエストミュージック ナエムラ0000021261 864-9557 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師菱川町559番地94 代表取締役 臼井崇
有限会社臼井製作所0000004196 075-954-8759 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草下川原町125 下川原小堀マンション２１号 代表取締役 小山田國光
株式会社エスエス0000023332 606-1992 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市中京区高倉通三条下ル丸屋町161番地の1 代表取締役 川原豊一郎
川原株式会社0000000848 221-0474 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺坊城町28番地 代表取締役 新林小百合
有限会社京都こどものとも社0000010322 841-4265 中小企業市内

京都府京都市中京区室町通三条下る烏帽子屋町481番地の1 代表取締役 大田正樹
株式会社京ボウ0000000869 075-221-2800 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川久保田町21番地 代表取締役 朝田華美
株式会社京屋0000003399 721-2000 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺東金ケ崎町83番地 代表取締役 金谷広司
有限会社京洛チャイルド社0000009485 502-3198 中小企業市内

京都府京都市左京区新間之町通二条下ル頭町351 蓮岡修
きんだあらんど0000009745 752-9275 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0005 学校・保育用品
0003 保育用品
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京都府京都市右京区西京極畔勝町26番地 代表取締役 野本知広
株式会社グリップ0000023605 325-4855 中小企業市内

京都府京都市 伏見区竹田 西内畑町12 イナクビル102 代表取締役 安藝敏哉
京北プレカット株式会社0000022683 623-7877 中小企業市内

京都府京都市 右京区京北 細野町 瀧ノ向6番地2 代表理事 米嶋昌史
京北銘木生産協同組合0000018151 852-0490 中小企業市内

京都府京都市北区紫野石龍町23番地の11 代表取締役 小池高史
小池教材株式会社0000002133 492-1005 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市 中京区河原町通 二条下ル一之船入町３７６ クロトビル５階 代表取締役 奥村雅美
株式会社ＣＯＭＴＡＳ0000018792 283-1246 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通丸太町下る伊勢屋町405番地 代表取締役 後藤康輔
株式会社ゴトウスポーツ0000000900 075-221-6366 中小企業市内

京都府京都市伏見区納所町586‐11 岩崎巖
サクラ幼保センター0000002842 075-631-4058 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐新開8-3 代表 佐々木伸和
ささき商会0000002366 075-571-6132 中小企業市内

京都府京都市南区東九条上御霊町5 代表取締役 笹原完弘
株式会社笹原文化堂0000018271 671-0123 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨天龍寺油掛町1番地 佐藤惠一
佐藤ふとん店0000008934 861-0494 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京南聖町18番地 代表取締役 金岡諒樹
株式会社ジャストトレード0000020479 813-5828 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 高畠町9番地 代表取締役 吉水修身
有限会社スタジオアクア0000019567 661-0036 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市北区大将軍西町157-2 代表取締役 安井幸夫
株式会社スポーツアクト0000008677 463-6556 中小企業市内

京都府京都市右京区鳴滝桐ヶ渕町35番地の4 社長 北野勉
スポーツフレンドミツイ0000009255 462-8133 中小企業市内

京都府京都市山科区東野舞台町97-55 相坂正弘
正弘ガラス店0000017308 502-0015 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市上京区土屋町通上長者町下る山王町504番地 代表取締役 大塚加代子
宝教材株式会社0000009274 451-2536 中小企業市内
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京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂中大路町4番地の5 代表取締役 浦野清茂
有限会社トーイハウス童0000003701 781-9706 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町31-1 代表取締役 後藤憲介
東洋体機株式会社0000004049 871-4461 中小企業市内

特定非営利活動法人ＴＯＳＳいち 京都府京都市伏見区醍醐南端山町15番地54号 理事長 越智敏洋
0000021980 090-3360-6377 中小企業市内ばん星

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生馬場町15番地の5 代表取締役 西村太嗣
株式会社 西村新0000003928 841-2106 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京御輿岡町25-17 代表取締役 岩本一洋
株式会社ひかりのくに京都0000015258 366-8050 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通竹屋町上ル大文字町241番地 代表取締役 平岩亘
株式会社平岩0000000926 222-1041 中小企業市内

京都府京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町519番地12 代表取締役 片山敦司
有限会社福井度量器0000013732 366-8871 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京冷泉町23 古屋泰佑
フルヤ家具装飾0000003819 811-3602 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市中京区竹屋町通西洞院西入東竹屋町417番地1 代表取締役 前田洋志
株式会社前田医科器械店0000000811 211-7306 中小企業市内

京都府京都市上京区元誓願寺通浄福寺西入革堂町444番地 代表取締役 松村多美男
松村織物株式会社0000001923 441-2822 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

京都府京都市伏見区下板橋町579番地 代表取締役 大嶽幸夫
株式会社みのや0000002729 612-1800 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町149番地 代表取締役 福本和博
有限会社みやこ0000008357 611-5170 中小企業市内

京都府京都市上京区小川通寺之内上る二丁目禅昌院町648番地の1 代表取締役 大谷裕巳
株式会社ミリエーム0000020532 451-5111 中小企業市内
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京都府京都市 伏見区深草 キトロ町32番地10 代表 太田篤志
ゆりかご育英社0000017253 643-1919 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町30番地の27 代表取締役 吉川裕丈
株式会社吉川工務店0000004033 871-1321 中小企業市内

京都府京都市上京区千本丸太町上ル南小山町870番地 代表取締役 安藤正孝
洛陽産業株式会社0000003958 841-5596 中小企業市内
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内容別名簿（物品関係）市内
0005 学校・保育用品
0004 楽器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区寺町通夷川上ル藤木町24番地 代表取締役 多田裕昭
株式会社旭堂楽器店0000012995 231-0538 中小企業市内

京都府京都市左京区高野東開町26番地の2 山田祐子
芦田楽器店0000009120 722-6555 中小企業市内

京都府京都市中京区新京極通四条上ル中之町565番地 代表取締役 穴澤準二
株式会社穴澤楽器店0000000870 075-221-2982 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市北区烏丸通鞍馬口下ル上御霊上江町233番地 代表取締役 一木克彦
株式会社一木楽器0000001847 075-414-0092 中小企業市内

京都府京都市下京区西酢屋町10番地 代表者 市原とも美
市原栄光堂0000008086 075-371-6843 中小企業市内

京都府京都市東山区本町10丁目189-1 助野弘春
一橋堂0000009126 541-0812 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨野千代ノ道町26番地42 代表 苗村和彦
ウエストミュージック ナエムラ0000021261 864-9557 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草下川原町125 下川原小堀マンション２１号 代表取締役 小山田國光
株式会社エスエス0000023332 606-1992 中小企業市内

京都府京都市北区小山西花池町1-1 代表取締役 大垣守弘
株式会社大垣書店0000001849 075-414-0769 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市北区紫野上門前町3番地 代表取締役 鎌田志須賀
株式会社鎌田電機0000012132 491-4981 中小企業市内

京都府京都市 上京区東今小路町744-5 上手智恵
上手楽器0000001463 467-8666 中小企業市内

京都府京都市中京区聚楽廻松下町8 濱崎勇次
楽器匠はまさき0000003745 801-1170 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西新林町5丁目1-18 代表取締役 三宅久嗣
株式会社久栄堂0000012712 331-1232 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺東金ケ崎町83番地 代表取締役 金谷広司
有限会社京洛チャイルド社0000009485 502-3198 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町4番地の2 代表取締役 嶋澤一晃
株式会社錦興楽器0000010952 801-6934 中小企業市内

京都府京都市左京区新間之町通二条下ル頭町351 蓮岡修
きんだあらんど0000009745 752-9275 中小企業市内

（京都府）京都府京都市西京区桂千代原町61-5 代表取締役 竹内博
株式会社桂電社0000023157 391-1277 中小企業市内 （取締役 竹内淳祐）
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京都府京都市北区紫野石龍町23番地の11 代表取締役 小池高史
小池教材株式会社0000002133 492-1005 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市北区紫野東野町20-14 角本健司
コントラバス工房角本0000021580 495-7255 中小企業市内

京都府京都市伏見区納所町586‐11 岩崎巖
サクラ幼保センター0000002842 075-631-4058 中小企業市内

京都府京都市南区東九条上御霊町5 代表取締役 笹原完弘
株式会社笹原文化堂0000018271 671-0123 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通寺町東入石橋町11番地 代表取締役社長 西村昌史
株式会社十字屋0000001120 255-1566 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町246の1 代表取締役 高木正司
高木金属株式会社0000022906 933-4775 中小企業市内

京都府京都市上京区土屋町通上長者町下る山王町504番地 代表取締役 大塚加代子
宝教材株式会社0000009274 451-2536 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

特定非営利活動法人ＴＯＳＳいち 京都府京都市伏見区醍醐南端山町15番地54号 理事長 越智敏洋
0000021980 090-3360-6377 中小企業市内ばん星

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市上京区今出川通寺町東入米屋町296番地 代表取締役 松尾博信
マツヲ楽器株式会社0000000977 231-1200 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原上川原町５２ 代表 三木崇司
三木竹材店0000015346 691-1324 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町149番地 代表取締役 福本和博
有限会社みやこ0000008357 611-5170 中小企業市内
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京都府京都市 伏見区深草 キトロ町32番地10 代表 太田篤志
ゆりかご育英社0000017253 643-1919 中小企業市内

京都府京都市上京区下立売通千本東入下ル中務町491番69 代表取締役 中瀬健
ユリ楽器株式会社0000003892 822-1818 中小企業市内

京都府京都市伏見区両替町２丁目348番地1 １Ｆ 代表取締役 若林斉
株式会社若林楽器店0000002689 611-2151 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通夷川上ル指物町326番地 代表取締役 渡邊幹太
株式会社ワタナベ楽器店0000001052 241-1356 中小企業市内
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京都府京都市伏見区深草五反田町6番地9 代表取締役 西山成在
株式会社アイエムジー0000022255 641-0985 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町６丁目61番8 代表取締役 伊藤憲一郎
株式会社藍治商事0000002964 643-0220 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽堀子町33 代表取締役 稲葉康夫
株式会社アイファクター0000021847 634-9113 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西内畑町3番地 代表取締役社長 芝原統
株式会社アヴニール0000004301 602-2098 中小企業市内

京都府京都市山科区川田御出町32番地26 代表取締役 栗山将輝
朝日リペア株式会社0000002353 501-4777 中小企業市内

京都府京都市 西京区川島 有栖川町96番地3 西京桂ビル3F 代表取締役 神田徹夫
株式会社アスデザイン計画0000018167 393-7222 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院円頓美町21 代表取締役社長 網田知邦
アミタ株式会社0000022620 761-0141 中小企業市内

京都府京都市中京区御池通高倉東入御所八幡町221番地 代表取締役 中塚重樹
株式会社アルク0000022024 255-6100 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町18 代表取締役 粕渕剛
アルヒテクトン株式会社0000022645 712-9901 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

特定非営利活動法人ＡntennaＭed 京都府京都市下京区麩屋町通五条上る下鱗形町563 理事長 木下浩佑
0000019853 090-5168-3961 中小企業市内ia

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市上京区寺町通丸太町上る信富町309番地 代表取締役 池村將勝
株式会社池村理科器械店0000000898 075-221-6221 中小企業市内

京都府京都市右京区京北下中町経田7-4 代表取締役 大栢喜久夫
有限会社いそべ電気0000011725 854-0536 中小企業市内

京都府京都市 中京区東洞院通 二条上る壺屋町512番地3 代表取締役 城山博子
板五製材有限会社0000017334 231-7410 中小企業市内

京都府京都市山科区椥辻草海道町23-70 代表取締役 斉藤隆
有限会社井半0000018017 581-7312 中小企業市内

京都府京都市 下京区綾小路通 東洞院東入ル神明町274番地1 代表取締役 今井敬介
株式会社今井金庫0000019244 361-9186 中小企業市内

有限会社イマイ・メディカル・ケ 京都府京都市左京区岩倉長谷町470番地 代表取締役 今井敦子
0000020480 721-9002 中小企業市内ア

京都府京都市下京区西七条西久保町3番地 石角嘉徳
イワタヤ0000009132 313-4248 中小企業市内

イワモトエンジニアリング株式会 京都府京都市北区小山西元町47番地2 代表取締役 藤原和正
0000002158 492-7771 中小企業市内社
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京都府京都市西京区上桂三ノ宮町13番4 代表取締役 末永卓也
有限会社インテリア末永0000014592 392-2561 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦小手角町20番地の70 代表取締役 細井和博
株式会社インテリア ホソイ0000004089 881-2811 中小企業市内

京都府京都市山科区竹鼻西ノ口町63 渡辺昌彦
インテリア渡辺0000002435 075-581-1432 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺向畑町27 代表取締役 上田浩之
株式会社インテルナウエダ0000008160 781-3101 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通堺町角塩竈町363番地 代表取締役 岡村充泰
株式会社ウエダ本社0000009704 341-4111 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市下京区新町通四条下ル四条町349 京都友禅ビル5F 代表取締役 中尾光孝
株式会社エコノシスデザイン0000021051 746-5002 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草下川原町125 下川原小堀マンション２１号 代表取締役 小山田國光
株式会社エスエス0000023332 606-1992 中小企業市内

京都府京都市南区東九条中御霊町53-4 Johnsonビル6F 代表取締役 小濱聖明
株式会社エスユーワークス0000022834 585-3688 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル４階 代表取締役 市村徹
株式会社エソール0000023215 823-0510 中小企業市内

株式会社エフティーコーポレーシ 京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町5番地2 代表取締役 藤原彰
0000021254 693-7117 中小企業市内ョン

京都府京都市 下京区綾小路通 寺町西入足袋屋町332番地の1 代表取締役 大島博司
大島テープ株式会社0000018079 361-3101 中小企業市内

京都府京都市上京区上長者町通智恵光院西入高台院町556番地 取締役 太田成樹
有限会社太田畳店0000009713 451-8647 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町1番地 代表取締役 大谷貴彦
株式会社大谷金庫本店0000001698 361-9361 中小企業市内

京都府京都市上京区御前通上ノ下立売西入大宮町502 代表取締役 西宗耕二
大村工業株式会社0000021038 461-6157 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦面影町12番地の49 取締役 渕元敬吉
有限会社奥野製作所0000001466 864-4191 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町東丁田10-3 代表取締役 植田康嗣
株式会社オフィス京北0000011730 075-852-1410 中小企業市内

京都府京都市右京区西院巽町40 代表取締役 谷内伸行
有限会社オフィスショップ・ヤチ0000023423 312-7297 中小企業市内

京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内
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京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町217番地 代表取締役 垣見秀彦
株式会社垣見汲古堂0000000872 075-221-3051 中小企業市内

京都府京都市南区東九条西河辺町33番地 代表取締役 植木力
株式会社カスタネット0000004680 075-681-9100 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 山科区西野山 百々町40番地3 代表取締役 谷田光雄
カネヨシ商事株式会社0000017370 595-0039 中小企業市内 （営業開発課長 田井直紀）

京都府京都市下京区諏訪町通松原下る弁財天町329番地2 代表取締役 河井恒男
株式会社河井商店0000001669 361-2045 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通五条上る西橋詰町七五二番地 代表取締役 山本修三
有限会社画箋堂0000001527 341-3288 中小企業市内

京都府京都市 左京区広河原 杓子屋町232 好田陽一
北山クラフト＆アソシエイツ0000017216 746-0543 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西新林町六丁目３番地５ 代表者 木村隆之
椅槌工房0000023441 333-8806 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋大宮尻町16番地の1 代表取締役 東郷尚文
株式会社規文堂0000003183 681-0717 中小企業市内

京都府京都市右京区西院西貝川町42番地 代表取締役 清井浩一
株式会社清井設計工務0000001229 864-7100 中小企業市内

京都府京都市西京区桂上野南町64 村上淳
京新0000001780 075-381-9727 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽八ノ坪10番地36 代表取締役 早藤清隆
有限会社京都アクト0000009734 592-7478 中小企業市内

京都府京都市北区中川川登74番地 代表理事 石川裕也
京都北山丸太生産協同組合0000018069 406-2955 中小企業市内

京都府京都市右京区常盤森町8番地 代表取締役 岡村敏史
株式会社京都黒板製作所0000004072 075-872-3015 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂二軒家町９番地 代表理事組合長 田中俊夫
京都市森林組合0000014070 722-3622 中小企業市内

京都府京都市左京区花脊八桝町250番地 理事長 中野三郎
公益財団法人京都市森林文化協会0000016775 746-0439 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条名倉町29番地 代表取締役 井上靖子
京都樹脂株式会社0000001266 075-312-3741 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 左京区吉田 二本松町無番地京都大学内 代表理事 國見伸行
京都大学生活協同組合0000019857 753-7640 中小企業市内 （専務理事 國見伸行）

京都府京都市中京区西ノ京内畑町41番3 代表理事 小川宣久
京都府木材協同組合連合会0000023226 802-2991 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我本町11-8 代表取締役 小泉光太郎
京都麻業株式会社0000004168 933-8100 中小企業市内
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京都府京都市山科区大塚中溝町36-1 代表取締役 進藤稔
株式会社京都ラボ0000002592 595-5127 中小企業市内

京都府京都市 山科区大塚 北溝町55番地1 代表取締役社長 高橋啓介
京都理化学器械株式会社0000000794 075-584-0090 中小企業市内

京都府京都市 西京区御陵大枝山町 １丁目12-4 代表取締役 中村重廣
京洛工芸株式会社0000019874 332-8245 中小企業市内

京都府京都市山科区東野中井ノ上町1番地21 代表取締役 團良幸
近畿オービス株式会社0000014029 591-4425 中小企業市内

京都府京都市左京区新間之町通二条下ル頭町351 蓮岡修
きんだあらんど0000009745 752-9275 中小企業市内

京都府京都市東山区祇園町北側250番地 代表取締役 森田俊延
有限会社祇園のもりた0000010315 561-3675 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦多藪町14番地の76 代表取締役 山本潤三
株式会社クレバー0000012850 861-7434 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町下台5番地の2 代表理事組合長 三間恭二
京北森林組合0000011995 852-0021 中小企業市内

京都府京都市 伏見区竹田 西内畑町12 イナクビル102 代表取締役 安藝敏哉
京北プレカット株式会社0000022683 623-7877 中小企業市内

京都府京都市 右京区京北 細野町 瀧ノ向6番地2 代表理事 米嶋昌史
京北銘木生産協同組合0000018151 852-0490 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦開日町5番地4 代表取締役 小泉伸洋
株式会社コイズミデザイン0000023558 865-3808 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院通寺の内下る古美濃部町185番地 代表取締役 山本昌史
株式会社宏栄山本0000001960 451-2222 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京式部町54 代表 林正章
工房はんどめいど0000014702 802-2256 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐落保町70番地 代表取締役 廣岡伸洋
寿電設株式会社0000016097 572-5319 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津前田町60番地の1 代表取締役 近藤晃弘
株式会社近藤ふとん店0000021266 871-1231 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町599番地 代表取締役 尾入孝浩
株式会社ゴードー0000018285 204-8223 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

（京都府）大阪府大阪市西区土佐堀1-4-8 日栄ビル5階 代表取締役 澤井和興
株式会社彩ユニオン0000008816 06-6136-6291 大企業市内 （取締役支店長 魚井一生）

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内
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京都府京都市下京区万寿寺通新町東入材木町131番地1 代表取締役 櫻田真也
株式会社櫻田商店0000007083 351-5498 中小企業市内

京都府京都市伏見区納所町586‐11 岩崎巖
サクラ幼保センター0000002842 075-631-4058 中小企業市内

京都府京都市南区東九条上御霊町5 代表取締役 笹原完弘
株式会社笹原文化堂0000018271 671-0123 中小企業市内

京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町66 代表者 佐竹真彰
佐竹商店0000001006 231-3731 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨天龍寺油掛町1番地 佐藤惠一
佐藤ふとん店0000008934 861-0494 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生馬場町五番地 代表取締役 澤井年弘
株式会社沢井商店0000003926 811-8911 中小企業市内

京都府京都市左京区静市市原町6番地 代表取締役 杉原重孝
有限会社三栄0000021110 741-9321 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山紅雪町8 代表取締役 後野政雄
株式会社三京建設0000020765 075-201-9828 中小企業市内

京都府京都市下京区堺町通高辻下る夕顔町480番地 代表取締役 鳥居宏行
株式会社三光商事0000001559 075-343-1234 中小企業市内

京都府京都市山科区東野門口町37番地5 磯野貴子
サン商事0000022885 584-5055 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽大物町68番地 代表取締役 上田勝康
株式会社三笑堂0000003216 681-5131 中小企業市内

京都府京都市上京区椹木町通室町東入養安町239番地 篠原秀夫
篠原商店0000000989 075-231-2462 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市中京区四条通大宮西入壬生坊城町25番地 代表取締役 田中大介
株式会社正美堂0000003947 075-841-4371 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町33番地 取締役社長 湯淺圭一
ジーク株式会社0000003180 681-0511 大企業市内

京都府京都市南区西九条菅田町11番地 代表取締役 濱野亮浩
株式会社ジェムコ0000015908 682-0930 中小企業市内

京都府京都市下京区正面通高瀬東入山王町343番地 代表取締役 馬場俊光
株式会社実業広告社0000001725 371-3151 中小企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通六角下る井筒屋町409番地410番地合地 代表取締役 鈴木裕
株式会社鈴木松風堂0000000801 211-5641 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 高畠町9番地 代表取締役 吉水修身
有限会社スタジオアクア0000019567 661-0036 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0006 家具・什器・雑貨
0001 家具調度品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市山科区大塚野溝町76-1 代表取締役 宮本千春
株式会社ＳｔｕｄｉｏＳａｗｎａ0000023565 205-4736 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田松林町11番地 代表取締役 井上喜代志
株式会社スタジオ三十三0000010390 601-3103 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 土居ノ内町12番2号 代表取締役 杉山久志
株式会社ステッグ・コム0000018605 323-2233 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨高木町39 代表取締役 炭谷英毅
有限会社炭谷0000009787 781-2009 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生朱雀町３４番地 代表取締役 中川敦子
株式会社千本銘木商会0000021293 841-3522 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町2番地 代表取締役 木原庸裕
双林株式会社0000003236 681-7748 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通油小路東入金東横町242番地 代表取締役 高岡幸一郎
株式会社高岡0000008529 341-2251 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町246の1 代表取締役 高木正司
高木金属株式会社0000022906 933-4775 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707 烏丸シティ・コア1F 代表取締役 竹田登
株式会社竹田事務機0000012784 351-0132 中小企業市内

京都府京都市中京区丸太町通烏丸西入常真横町290番地の１ 代表取締役 竹田賢司
株式会社竹田謄写堂0000000927 222-1056 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市左京区二条通川端東入大文字町165番地 取締役 青木康一郎
有限会社大同商事0000016786 691-3258 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町74番地 代表取締役 島嘉秀
株式会社長角堂0000003682 781-6681 中小企業市内

京都府京都市右京区西院三蔵町35 代表取締役 辻田靖
有限会社辻田洋家具製作所0000001191 075-311-1449 中小企業市内

京都府京都市伏見区東大手町781番地 代表取締役 土田信行
株式会社ツチダ0000011022 622-2233 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通上立売上ル竹屋町584番地 代表取締役 宮下永吉
有限会社寺ノ内吉川タンス0000012710 451-1452 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0006 家具・什器・雑貨
0001 家具調度品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市下京区西七条東石ケ坪町23番5 安井利一
テルミーインターナショナル0000021067 312-5448 中小企業市内

有限会社トータルプランニングア 京都府京都市南区上鳥羽金仏35番地 代表取締役 水谷泉
0000022631 692-3500 中小企業市内イム

京都府京都市下京区中堂寺坊城町28番地の1 代表取締役 伊達知正
東邦電気工業株式会社0000003816 811-3131 中小企業市内

京都府京都市下京区七条通大宮西入花畑町80番地 代表取締役 礪波具治
株式会社トナミ0000001687 361-6261 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市下京区万寿寺通高倉東入官社殿町189番地 代表取締役 小吹修三
株式会社中川商店0000001599 351-2683 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通河原町西入榎木町92番地 代表取締役 中谷泰之
有限会社中谷徽章堂0000009587 231-4072 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦下角田町10番地の13 代表取締役 大島清
株式会社七和0000010440 871-7700 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦安井松本町22番地の22 代表取締役 榎原明彦
株式会社にしむら0000003948 841-4400 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生馬場町15番地の5 代表取締役 西村太嗣
株式会社 西村新0000003928 841-2106 中小企業市内

京都府京都市上京区大宮通寺之内上る二丁目仲之町493番地 西脇方彦
西脇畳敷物店0000010017 441-5525 中小企業市内

京都府京都市南区大宮通八条下る東寺東門前町40番地 代表社員 川村正一
合同会社ハートクリーン0000022652 662-6157 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹西高縄町14 代表者 平野拓也
平野拓也デザイン事務所0000023639 090-5570-5549 中小企業市内

京都府京都市北区紫野十二坊町19 代表取締役 柴田拓也
株式会社ファボーレ0000006877 417-0535 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山町見附町11番地 代表取締役 早川将広
株式会社伏見工芸0000002752 621-2833 中小企業市内

京都府京都市伏見区菊屋町847 理事長 藤田剛士
伏見木材協同組合0000022278 621-3138 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市山科区東野森野町46番地の4 代表取締役 藤田浩嗣
株式会社フジタ0000008308 592-7550 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草藤森町37番地 大嶽佳雄
藤の森 みのや0000002905 641-5822 中小企業市内

（京都府）京都府京都市中京区東堀川通丸太町下ル7丁目4 代表取締役 永田智之
株式会社フジヤ0000000783 211-4311 大企業市内 （支店長 内田聖子）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0006 家具・什器・雑貨
0001 家具調度品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区西ノ京冷泉町23 古屋泰佑
フルヤ家具装飾0000003819 811-3602 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田神楽岡町56 代表取締役 石本ノリエ
株式会社文教0000003565 761-8100 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂森下町1の96 代表取締役 江端道弘
株式会社平安0000016773 391-0481 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町30 代表取締役 木本和秀
平安キヤノン事務機株式会社0000003196 681-2591 中小企業市内

京都府京都市中京区竹屋町通西洞院西入東竹屋町417番地1 代表取締役 前田洋志
株式会社前田医科器械店0000000811 211-7306 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 代表取締役 戸島耕二
株式会社増田医科器械0000005357 623-7111 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺南町124番地 代表取締役 増田芳信
有限会社増田塗料店0000014695 312-8665 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽尻切町15-4 代表取締役 松尾吉起
株式会社マツオ0000003065 661-5200 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内中町6番地 代表取締役 松本博伸
株式会社松本事務光機0000001312 313-1618 中小企業市内

京都府京都市下京区万寿寺通寺町西入植松町736番地 取締役 松田義教
有限会社萬善0000001603 351-3074 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西内畑町19番地 代表取締役 井上智之
株式会社三井田商事0000002810 622-6611 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

京都府京都市伏見区下板橋町579番地 代表取締役 大嶽幸夫
株式会社みのや0000002729 612-1800 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎成勝寺町五番地ノ壱 代表取締役 平田克則
株式会社美也古商会0000021986 761-0385 中小企業市内

京都府京都市中京区夷川通堺町西入る絹屋町129番地 代表取締役 宮崎真里子
宮崎木材工業株式会社0000014548 222-8112 中小企業市内

京都府京都市上京区小川通寺之内上る二丁目禅昌院町648番地の1 代表取締役 大谷裕巳
株式会社ミリエーム0000020532 451-5111 中小企業市内

京都府京都市伏見区伯耆町2番地 代表取締役 村上好夫
ムラカミビジネス株式会社0000013071 611-1464 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通浄福寺西入革堂之内町302 村田孝之
村田教材研究社0000001868 417-6428 中小企業市内

京都府京都市 西京区樫原 里ノ垣外町32 代表取締役 野本浩司
株式会社素久製作所0000017236 391-3251 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0006 家具・什器・雑貨
0001 家具調度品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市左京区一乗寺葉山町15-6 代表取締役 森下征也
有限会社森真0000010531 723-0405 中小企業市内

京都府京都市下京区楊梅通西洞院東入八百屋町59番地 代表取締役 森本安之助
株式会社森本錺金具製作所0000001608 351-3772 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1 代表取締役 森本裕康
株式会社森本八十八商店0000001236 311-8231 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内北町72番地 代表取締役社長 八木正利
八木株式会社0000009662 313-1239 中小企業市内

京都府京都市南区久世築山町３７９番地の４ 代表取締役 安田一真
株式会社ヤスダモデル0000023354 933-2252 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽大柳町23番地 代表取締役 山田正志
有限会社山田木工所0000021812 691-4650 中小企業市内

京都府京都市南区四ツ塚町22番地 代表取締役 山田一馬
有限会社山田屋商店0000009391 691-4881 中小企業市内

京都府京都市上京区千本通中立売上る玉屋町37番地 代表取締役 山本剛
株式会社やまもと0000010542 432-0141 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹上本町40 代表取締役 湯谷好貴
有限会社湯谷文昌堂0000002142 492-2821 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草 キトロ町32番地10 代表 太田篤志
ゆりかご育英社0000017253 643-1919 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町30番地の27 代表取締役 吉川裕丈
株式会社吉川工務店0000004033 871-1321 中小企業市内

（京都府）京都府京都市下京区寺町通仏光寺下る恵美須之町527番地 吉田宗兵衛
吉田宗兵衛商店0000014619 351-1012 中小企業市内 （吉田宗弘）

京都府京都市上京区千本丸太町上ル南小山町870番地 代表取締役 安藤正孝
洛陽産業株式会社0000003958 841-5596 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南苗代町5番地の1 代表取締役 新井成柱
株式会社ラ・テール0000010557 681-3431 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通東入ル宮垣町91-102 代表取締役 角英嗣
株式会社Ｌｅａｄ0000021773 708-5395 中小企業市内

京都府京都市下京区和気町12番地 代表取締役 佐藤能生
株式会社リビングハシモト0000001721 371-2608 中小企業市内

京都府京都市中京区坂本町686 2ビー 代表取締役 地野裕子
株式会社ルゥルゥ商會0000023628 050-3690-1222 中小企業市内

京都府京都市山科区東野八反畑町58番地の17 代表取締役 田中恵委子
株式会社黎明特殊黒板製作所0000009676 581-3196 中小企業市内

（京都府）京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番地の2 代表取締役 村田清和
ワタキューセイモア株式会社0000004310 0774-82-5101 中小企業市内 （支店長 奥山剛治）

京都府京都市中京区寺町通六角下る中筋町488の16 代表取締役 菅真継
株式会社ＷＡｌｉｖｅ0000023588 070-2801-4020 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0006 家具・什器・雑貨
0002 荒物・金物・雑貨

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市伏見区深草五反田町6番地9 代表取締役 西山成在
株式会社アイエムジー0000022255 641-0985 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田真幡木町162 ハイツ雅105号 代表社員 毎田一朗
合同会社アイテム0000022863 748-7316 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町77番地 代表取締役 岡本孝博
アイリンクス株式会社0000020791 605-4445 中小企業市内

京都府京都市南区東九条下殿田町4番地 浅田治雄
浅田金物店0000009884 691-1826 中小企業市内

京都府京都市下京区高倉通五条下る堺町22番地3 代表取締役 吉川幸伸
旭テクノ化成株式会社0000015831 341-5252 中小企業市内

京都府京都市山科区川田御出町32番地26 代表取締役 栗山将輝
朝日リペア株式会社0000002353 501-4777 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町403番地1 代表取締役 奥村克彦
アシストカンポ株式会社0000014712 931-6666 中小企業市内

京都府京都市 西京区川島 有栖川町96番地3 西京桂ビル3F 代表取締役 神田徹夫
株式会社アスデザイン計画0000018167 393-7222 中小企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通夷川上る五丁目239番地1 kyotansu ebisugawa 401 代表取締役 西村義之
アドブレーン株式会社0000003832 253-0321 中小企業市内

京都府京都市 伏見区横大路下三栖 宮ノ後71番地2 代表取締役 坂平典生
アプナップ株式会社0000017306 612-8896 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院円頓美町21 代表取締役社長 網田知邦
アミタ株式会社0000022620 761-0141 中小企業市内

京都府京都市中京区東洞院通錦小路下ル阪東屋町662番地2 代表取締役 内藤淳
有限会社アルテロックサービス0000015264 241-3562 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中川原町381番地 代表取締役社長 森下陽治
石黒メディカルシステム株式会社0000000933 075-641-1496 中小企業市内

京都府京都市左京区田中飛鳥井町30番地 代表取締役 伊地智勲
株式会社伊地智写真型製作所0000021987 781-6532 中小企業市内

京都府京都市 中京区東洞院通 二条上る壺屋町512番地3 代表取締役 城山博子
板五製材有限会社0000017334 231-7410 中小企業市内

有限会社イマイ・メディカル・ケ 京都府京都市左京区岩倉長谷町470番地 代表取締役 今井敦子
0000020480 721-9002 中小企業市内ア

京都府京都市下京区西七条西久保町3番地 石角嘉徳
イワタヤ0000009132 313-4248 中小企業市内

イワモトエンジニアリング株式会 京都府京都市北区小山西元町47番地2 代表取締役 藤原和正
0000002158 492-7771 中小企業市内社
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京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市西京区桂清水町37-3 代表取締役 山下達教
株式会社エコ・アシスト0000014562 382-3085 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草下川原町125 下川原小堀マンション２１号 代表取締役 小山田國光
株式会社エスエス0000023332 606-1992 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル４階 代表取締役 市村徹
株式会社エソール0000023215 823-0510 中小企業市内

株式会社エフティーコーポレーシ 京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町5番地2 代表取締役 藤原彰
0000021254 693-7117 中小企業市内ョン

京都府京都市伏見区淀樋爪町190番地 代表取締役 佐藤光博
エムケイ企画工業株式会社0000006815 632-6725 中小企業市内

京都府京都市下京区七条通西洞院東入夷之町689番地 代表取締役 野々内裕樹
近江屋ロープ株式会社0000001673 361-2301 中小企業市内

京都府京都市 下京区綾小路通 寺町西入足袋屋町332番地の1 代表取締役 大島博司
大島テープ株式会社0000018079 361-3101 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

京都府京都市上京区烏丸通椹木町上る堀松町422番地 代表取締役 小川隆之
有限会社小川金正堂0000001033 075-231-7323 中小企業市内

京都府京都市中京区富小路通錦小路上ル高宮町595番地 代表取締役 奥谷洋平
奥谷電機株式会社0000000862 221-1809 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦面影町12番地の49 取締役 渕元敬吉
有限会社奥野製作所0000001466 864-4191 中小企業市内

京都府京都市東山区正面通本町西入正面町328 代表取締役 尾崎俊治
株式会社尾崎商店0000012990 561-5317 中小企業市内

京都府京都市右京区西院巽町40 代表取締役 谷内伸行
有限会社オフィスショップ・ヤチ0000023423 312-7297 中小企業市内

京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西八反田町110番地4 代表取締役 氷置光雄
株式会社カゴヒロ0000021572 311-9477 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 山科区西野山 百々町40番地3 代表取締役 谷田光雄
カネヨシ商事株式会社0000017370 595-0039 中小企業市内 （営業開発課長 田井直紀）
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京都府京都市下京区諏訪町通松原下る弁財天町329番地2 代表取締役 河井恒男
株式会社河井商店0000001669 361-2045 中小企業市内

京都府京都市下京区七条通新町西入夷之町705番地 代表取締役 河合雅文
株式会社河合商店0000004649 371-2660 中小企業市内

京都府京都市南区大宮通八条下る東寺東門前町18番地 代表取締役 田中聡一
株式会社川村商店0000003294 691-6623 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生相合町4番地 代表者 篠原利明
キーステーションかぎ屋0000013697 822-9299 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀本町230番地 代表者 清水敏治
キーロックセンター しみず0000009528 631-2622 中小企業市内

京都府京都市左京区東大路孫橋上ル南門前町532-10 紀伊馬詳子
キイマ0000009176 771-7484 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西新林町六丁目３番地５ 代表者 木村隆之
椅槌工房0000023441 333-8806 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草野手町28番地 望月州子
木村鍵製作所0000014581 641-8600 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西新林町5丁目1-18 代表取締役 三宅久嗣
株式会社久栄堂0000012712 331-1232 中小企業市内

京都府京都市東山区下堀詰町２４６ テイブンビル２階 代表取締役 谷口創太
株式会社きゅうべえ0000023350 533-7718 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条八幡町18番地 代表取締役 市原慎也
株式会社キョーエ0000013907 313-2030 中小企業市内

京都府京都市右京区西院金槌町拾壱番地 代表取締役 加藤燦弘
京栄水道株式会社0000001184 311-0521 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽前田町20番地2 ユートピアナカガワ105 代表取締役 呉越
京スタイル株式会社0000022641 583-5733 中小企業市内

京都府京都市 西京区山田 庄田町3番地の20 代表取締役 磯部恵佐
京都イソベ株式会社0000018035 075-391-2454 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町65番地 代表取締役 新川耕市
京都環境事業株式会社0000003268 691-2033 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町65番地 代表理事 新川耕市
京都環境事業協同組合0000003289 075-691-5516 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂二軒家町９番地 代表理事組合長 田中俊夫
京都市森林組合0000014070 722-3622 中小企業市内

京都府京都市山科区上花山久保町62番地1 代表取締役 千賀修
株式会社京都千賀0000021066 501-4300 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 左京区吉田 二本松町無番地京都大学内 代表理事 國見伸行
京都大学生活協同組合0000019857 753-7640 中小企業市内 （専務理事 國見伸行）

京都府京都市伏見区久我本町11-8 代表取締役 小泉光太郎
京都麻業株式会社0000004168 933-8100 中小企業市内
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京都府京都市 西京区御陵大枝山町 １丁目12-4 代表取締役 中村重廣
京洛工芸株式会社0000019874 332-8245 中小企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院池田町8番地 代表取締役 西田繁夫
株式会社共和0000011703 681-2506 中小企業市内

（所長 三浦康利）

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町117番地 代表取締役 齊藤聖史
近畿工管株式会社0000017953 801-9312 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通錦小路上ル百足屋町380番地 代表取締役 黒竹節人
株式会社くろちく0000018279 256-9117 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極畔勝町26番地 代表取締役 野本知広
株式会社グリップ0000023605 325-4855 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

（京都府）京都府京都市西京区桂千代原町61-5 代表取締役 竹内博
株式会社桂電社0000023157 391-1277 中小企業市内

（取締役 竹内淳祐）

京都府京都市上京区智恵光院通寺の内下る古美濃部町185番地 代表取締役 山本昌史
株式会社宏栄山本0000001960 451-2222 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京式部町54 代表 林正章
工房はんどめいど0000014702 802-2256 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市南区東九条上御霊町5 代表取締役 笹原完弘
株式会社笹原文化堂0000018271 671-0123 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生馬場町五番地 代表取締役 澤井年弘
株式会社沢井商店0000003926 811-8911 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院中島町35番地 代表取締役 森昌哉
三光機工株式会社0000003197 681-2771 中小企業市内

京都府京都市山科区東野門口町37番地5 磯野貴子
サン商事0000022885 584-5055 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽大物町68番地 代表取締役 上田勝康
株式会社三笑堂0000003216 681-5131 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地の１００ 代表取締役 滋野裕子
滋野商事株式会社0000015312 881-3009 中小企業市内
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京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市中京区車屋町通 夷川上ル少将井御旅町363番地 代表取締役 樋口荘一郎
株式会社新通0000009972 211-4476 中小企業市内

京都府京都市 山科区大塚中溝45番 代表取締役 山田将宏
株式会社ＧＳクラフト0000019859 582-8588 中小企業市内

京都府京都市下京区正面通高瀬東入山王町343番地 代表取締役 馬場俊光
株式会社実業広告社0000001725 371-3151 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京南聖町18番地 代表取締役 金岡諒樹
株式会社ジャストトレード0000020479 813-5828 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦桂木町13-1 酒井ビル2F 代表取締役 井上秀史
株式会社錠安セキュリティ0000022862 863-5082 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地100 代表取締役 滋野好史
株式会社浄美社0000004045 871-3623 大企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通六角下る井筒屋町409番地410番地合地 代表取締役 鈴木裕
株式会社鈴木松風堂0000000801 211-5641 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 高畠町9番地 代表取締役 吉水修身
有限会社スタジオアクア0000019567 661-0036 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東御前田町6-1 代表取締役 田中親
有限会社スタジオ貳拾壹0000014555 493-2414 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀正会町28番地の7 代表取締役 宮西貴士
株式会社生研0000001719 371-1651 中小企業市内

京都府京都市北区小山花ノ木町54番地の21 代表取締役 山田博文
株式会社創元0000022271 491-5151 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市山科区東野中井ノ上町11番地の42 代表取締役 高橋英司
大成被服工業株式会社0000019543 591-8553 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町246の1 代表取締役 高木正司
高木金属株式会社0000022906 933-4775 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707 烏丸シティ・コア1F 代表取締役 竹田登
株式会社竹田事務機0000012784 351-0132 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内
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0006 家具・什器・雑貨
0002 荒物・金物・雑貨
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京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町23番地の2 代表取締役 拝師知行
株式会社大同0000001228 311-7108 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生東桧町11番地 代表取締役 向井善彦
大同油脂工業株式会社0000001190 311-1314 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 右京区西院 久保田町18番地 代表取締役社長 公文雅人
大和無線電器株式会社0000019565 311-4707 大企業市内 （販売推進責任者 松井基泰）

京都府京都市 南区久世 殿城町316番地 代表取締役 井上隆司
司紙業株式会社0000017428 933-2233 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通四条上る大文字町298番地 代表取締役 寺村浩平
株式会社寺村牡丹堂0000000849 221-0556 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東石ケ坪町23番5 安井利一
テルミーインターナショナル0000021067 312-5448 中小企業市内

有限会社トータルプランニングア 京都府京都市南区上鳥羽金仏35番地 代表取締役 水谷泉
0000022631 692-3500 中小企業市内イム

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市西京区桂上野南町69番地3 代表取締役 高村純子
トラフィックシステム株式会社0000022381 468-1917 中小企業市内

京都府京都市左京区仁王門通新東洞院東入新東洞院町284 中井和夫
中井住宅設備0000010009 761-0379 中小企業市内

京都府京都市下京区万寿寺通高倉東入官社殿町189番地 代表取締役 小吹修三
株式会社中川商店0000001599 351-2683 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通河原町西入榎木町92番地 代表取締役 中谷泰之
有限会社中谷徽章堂0000009587 231-4072 中小企業市内

京都府京都市伏見区向島本丸町11-1 西村崇
ニシムラ0000022280 600-2476 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生馬場町15番地の5 代表取締役 西村太嗣
株式会社 西村新0000003928 841-2106 中小企業市内

京都府京都市南区大宮通八条下る東寺東門前町40番地 代表社員 川村正一
合同会社ハートクリーン0000022652 662-6157 中小企業市内

京都府京都市伏見区向島庚申町52番地 店主 畠山勝行
畠山翠蒼園茶舗0000010470 601-6963 中小企業市内

京都府京都市 下京区朱雀 分木町市有地 社長 林憲司
林金物店0000017369 311-7069 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津中倉町18番地の8 代表取締役 日尾照雄
株式会社日尾商事0000004092 881-4343 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅御供田町195番地 代表取締役 嚴嶋真由美
株式会社光0000018221 501-1919 中小企業市内
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京都府京都市 北区紫野 北舟岡町4番地の9 代表 柳田昭彦
日向工房0000017299 451-0306 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂前田町3番地の10 代表取締役 檜伸治
株式会社ひのき硝子0000004652 392-5630 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通竹屋町上ル大文字町241番地 代表取締役 平岩亘
株式会社平岩0000000926 222-1041 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦安井柳通町20番地 代表取締役 平田彰
株式会社平田電気商会0000011710 811-1534 中小企業市内

京都府京都市左京区丸太町通川端東入下堤町78番地 代表取締役 平塚正寛
株式会社平塚薬局0000003581 771-1496 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹西高縄町14 代表者 平野拓也
平野拓也デザイン事務所0000023639 090-5570-5549 中小企業市内

京都府京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町519番地12 代表取締役 片山敦司
有限会社福井度量器0000013732 366-8871 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山町見附町11番地 代表取締役 早川将広
株式会社伏見工芸0000002752 621-2833 中小企業市内

京都府京都市伏見区菊屋町847 理事長 藤田剛士
伏見木材協同組合0000022278 621-3138 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市 中京区車屋町通 二条上ル 代表取締役 藤浪幹也
藤浪株式会社0000009343 231-3536 中小企業市内

京都府京都市上京区五辻通浄福寺西入一色町27番1の332 メガロコープ西陣Ａ棟 代表取締役 幸田英和
フリーブライト株式会社0000021281 432-8560 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂北ノ口町243番地 代表取締役 長谷川良樹
株式会社紅屋0000022354 381-0088 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院向田東町3番地 代表取締役 青竹理一郎
株式会社紅屋袋店0000001424 322-1061 中小企業市内

京都府京都市北区西賀茂中川上町84番地 ラフォーレダイゴＤ棟202号 代表社員 長田和明
合同会社マーケティング京都0000023241 080-6760-7561 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 代表取締役 戸島耕二
株式会社増田医科器械0000005357 623-7111 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺南町124番地 代表取締役 増田芳信
有限会社増田塗料店0000014695 312-8665 中小企業市内

京都府京都市下京区堀川通松原上る来迎堂町726番地 代表取締役 松浦吉洋
株式会社松浦食器店0000003877 821-4141 中小企業市内
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京都府京都市南区上鳥羽尻切町15-4 代表取締役 松尾吉起
株式会社マツオ0000003065 661-5200 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内中町6番地 代表取締役 松本博伸
株式会社松本事務光機0000001312 313-1618 中小企業市内

京都府京都市下京区高倉通六条上る富屋町617番地の1 代表取締役 岩崎俊雄
丸岩産業株式会社0000010512 341-6281 中小企業市内

京都府京都市山科区東野北井ノ上町10-38 圓将也
マルサンロックセンター0000010513 502-0369 中小企業市内

京都府京都市下京区万寿寺通寺町西入植松町736番地 取締役 松田義教
有限会社萬善0000001603 351-3074 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原上川原町５２ 代表 三木崇司
三木竹材店0000015346 691-1324 中小企業市内

京都府京都市右京区常盤窪町2-15 水島啓一朗
みずしま金物0000008188 871-7481 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西内畑町19番地 代表取締役 井上智之
株式会社三井田商事0000002810 622-6611 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎成勝寺町五番地ノ壱 代表取締役 平田克則
株式会社美也古商会0000021986 761-0385 中小企業市内

京都府京都市上京区小川通寺之内上る二丁目禅昌院町648番地の1 代表取締役 大谷裕巳
株式会社ミリエーム0000020532 451-5111 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 南鉾立町54-3 三輪玲
三輪紙店0000018205 681-4955 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極南庄境町39番地 代表取締役 村上真一
村上紙業株式会社0000001267 312-4551 中小企業市内

京都府京都市伏見区伯耆町2番地 代表取締役 村上好夫
ムラカミビジネス株式会社0000013071 611-1464 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 西檜町17番地2 代表取締役 宿野秀晴
Medico-tec株式会社0000016774 321-4950 中小企業市内

京都府京都市 西京区樫原 里ノ垣外町32 代表取締役 野本浩司
株式会社素久製作所0000017236 391-3251 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1 代表取締役 森本裕康
株式会社森本八十八商店0000001236 311-8231 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内北町72番地 代表取締役社長 八木正利
八木株式会社0000009662 313-1239 中小企業市内

京都府京都市中京区堺町通四条上ル八百屋町551番地1 代表取締役 八木清照
株式会社八木厨房機器製作所0000000776 211-3591 中小企業市内

京都府京都市南区久世築山町３７９番地の４ 代表取締役 安田一真
株式会社ヤスダモデル0000023354 933-2252 中小企業市内
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京都府京都市左京区岡崎西福ノ川町1番地 山岡茂一
やなぎや日用品店0000010536 771-1621 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽大柳町23番地 代表取締役 山田正志
有限会社山田木工所0000021812 691-4650 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町222番地 代表取締役 山村隆
株式会社ヤマムラ0000020205 622-2855 中小企業市内

京都府京都市上京区千本通中立売上る玉屋町37番地 代表取締役 山本剛
株式会社やまもと0000010542 432-0141 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草 キトロ町32番地10 代表 太田篤志
ゆりかご育英社0000017253 643-1919 中小企業市内

（京都府）京都府京都市下京区寺町通仏光寺下る恵美須之町527番地 吉田宗兵衛
吉田宗兵衛商店0000014619 351-1012 中小企業市内 （吉田宗弘）

京都府京都市上京区千本丸太町上ル南小山町870番地 代表取締役 安藤正孝
洛陽産業株式会社0000003958 841-5596 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通東入ル宮垣町91-102 代表取締役 角英嗣
株式会社Ｌｅａｄ0000021773 708-5395 中小企業市内

京都府京都市下京区和気町12番地 代表取締役 佐藤能生
株式会社リビングハシモト0000001721 371-2608 中小企業市内

京都府京都市中京区坂本町686 2ビー 代表取締役 地野裕子
株式会社ルゥルゥ商會0000023628 050-3690-1222 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通六角下る中筋町488の16 代表取締役 菅真継
株式会社ＷＡｌｉｖｅ0000023588 070-2801-4020 中小企業市内
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0003 記章・カップ・時計・額縁
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京都府京都市中京区寺町通三条上る天性寺前町534-2 店長 山下博
アート＆フレームヤマシタ0000001024 075-231-6505 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草五反田町6番地9 代表取締役 西山成在
株式会社アイエムジー0000022255 641-0985 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田真幡木町162 ハイツ雅105号 代表社員 毎田一朗
合同会社アイテム0000022863 748-7316 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院円頓美町21 代表取締役社長 網田知邦
アミタ株式会社0000022620 761-0141 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市 中京区東洞院通 二条上る壺屋町512番地3 代表取締役 城山博子
板五製材有限会社0000017334 231-7410 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西久保町3番地 石角嘉徳
イワタヤ0000009132 313-4248 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草下川原町125 下川原小堀マンション２１号 代表取締役 小山田國光
株式会社エスエス0000023332 606-1992 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル４階 代表取締役 市村徹
株式会社エソール0000023215 823-0510 中小企業市内

株式会社エフティーコーポレーシ 京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町5番地2 代表取締役 藤原彰
0000021254 693-7117 中小企業市内ョン

京都府京都市中京区丸太町通小川西入横鍛冶町100番地 石田大成社ビル 代表取締役 柴田憲一
株式会社遠藤写真工芸所0000009449 223-1202 中小企業市内

京都府京都市上京区烏丸通椹木町上る堀松町422番地 代表取締役 小川隆之
有限会社小川金正堂0000001033 075-231-7323 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町東丁田10-3 代表取締役 植田康嗣
株式会社オフィス京北0000011730 075-852-1410 中小企業市内

京都府京都市右京区西院巽町40 代表取締役 谷内伸行
有限会社オフィスショップ・ヤチ0000023423 312-7297 中小企業市内

京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市 左京区広河原 杓子屋町232 好田陽一
北山クラフト＆アソシエイツ0000017216 746-0543 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西新林町5丁目1-18 代表取締役 三宅久嗣
株式会社久栄堂0000012712 331-1232 中小企業市内
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京都府京都市北区上賀茂岩ケ垣内町９０番地 代表取締役 岩滝絵美子
株式会社京額0000023418 702-0003 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京内畑町41番3 代表理事 小川宣久
京都府木材協同組合連合会0000023226 802-2991 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 東大竹町1番地 代表取締役 長谷川夏代
株式会社京都プロセス工芸社0000018812 841-6956 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我本町11-8 代表取締役 小泉光太郎
京都麻業株式会社0000004168 933-8100 中小企業市内

京都府京都市 西京区御陵大枝山町 １丁目12-4 代表取締役 中村重廣
京洛工芸株式会社0000019874 332-8245 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町下台5番地の2 代表理事組合長 三間恭二
京北森林組合0000011995 852-0021 中小企業市内

京都府京都市 右京区京北 細野町 瀧ノ向6番地2 代表理事 米嶋昌史
京北銘木生産協同組合0000018151 852-0490 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京式部町54 代表 林正章
工房はんどめいど0000014702 802-2256 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京藤ノ木町16番地 代表取締役 児玉国人
株式会社こだま印刷所0000020748 841-0052 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市南区東九条上御霊町5 代表取締役 笹原完弘
株式会社笹原文化堂0000018271 671-0123 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京中保町28 河野健樹
サッカーの店カワノ0000021768 461-1230 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田上大路町1番地の8 佐藤瑛治
佐藤商店0000009224 761-6878 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市中京区四条通大宮西入壬生坊城町25番地 代表取締役 田中大介
株式会社正美堂0000003947 075-841-4371 中小企業市内

京都府京都市下京区正面通高瀬東入山王町343番地 代表取締役 馬場俊光
株式会社実業広告社0000001725 371-3151 中小企業市内
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京都府京都市 南区上鳥羽 高畠町9番地 代表取締役 吉水修身
有限会社スタジオアクア0000019567 661-0036 中小企業市内

京都府京都市 伏見区竹田 七瀬川町11番地7 代表取締役 林美智雄
株式会社スタジオグローブ0000010978 075-645-8007 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東御前田町6-1 代表取締役 田中親
有限会社スタジオ貳拾壹0000014555 493-2414 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市中京区御池通り大宮西入ル門前町165-1 代表取締役 出口武志
株式会社創和紙行0000019997 801-6191 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町246の1 代表取締役 高木正司
高木金属株式会社0000022906 933-4775 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707 烏丸シティ・コア1F 代表取締役 竹田登
株式会社竹田事務機0000012784 351-0132 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 右京区西院 久保田町18番地 代表取締役社長 公文雅人
大和無線電器株式会社0000019565 311-4707 大企業市内 （販売推進責任者 松井基泰）

京都府京都市左京区田中門前町74番地 代表取締役 島嘉秀
株式会社長角堂0000003682 781-6681 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東石ケ坪町23番5 安井利一
テルミーインターナショナル0000021067 312-5448 中小企業市内

有限会社トータルプランニングア 京都府京都市南区上鳥羽金仏35番地 代表取締役 水谷泉
0000022631 692-3500 中小企業市内イム

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市下京区万寿寺通高倉東入官社殿町189番地 代表取締役 小吹修三
株式会社中川商店0000001599 351-2683 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通河原町西入榎木町92番地 代表取締役 中谷泰之
有限会社中谷徽章堂0000009587 231-4072 中小企業市内

京都府京都市東山区大黒町通松原下る北御門町267番地 代表取締役 仁科雅晴
株式会社仁科旗金具製作所0000018993 525-1616 中小企業市内

京都府京都市 北区紫野 北舟岡町4番地の9 代表 柳田昭彦
日向工房0000017299 451-0306 中小企業市内

京都府京都市下京区諏訪町通五条上ル高砂町377番地 代表取締役 平井隆夫
平井旗株式会社0000001554 343-0447 中小企業市内
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京都府京都市中京区河原町通竹屋町上ル大文字町241番地 代表取締役 平岩亘
株式会社平岩0000000926 222-1041 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町18番地 代表取締役 平岡昌高
平岡旗製造株式会社0000000857 221-1500 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦安井柳通町20番地 代表取締役 平田彰
株式会社平田電気商会0000011710 811-1534 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山町見附町11番地 代表取締役 早川将広
株式会社伏見工芸0000002752 621-2833 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市東山区五条橋東六丁目503 代表取締役 末弘直道
藤平陶芸有限会社0000009344 561-3979 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生神明町1番地41ー1 代表社員 木村素子
Plustus合同会社0000021606 080-5307-2939 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽尻切町15-4 代表取締役 松尾吉起
株式会社マツオ0000003065 661-5200 中小企業市内

京都府京都市 中京区西ノ京 壺ノ内町20番地6 代表取締役 中川貴之
株式会社マルナカ商会0000017323 822-8600 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

京都府京都市伏見区伯耆町2番地 代表取締役 村上好夫
ムラカミビジネス株式会社0000013071 611-1464 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内北町72番地 代表取締役社長 八木正利
八木株式会社0000009662 313-1239 中小企業市内

京都府京都市中京区麸屋町通丸太町下ル舟屋町431番地 代表取締役 安田悠吾
ヤスダ徽章株式会社0000001042 241-0035 中小企業市内

京都府京都市南区久世築山町３７９番地の４ 代表取締役 安田一真
株式会社ヤスダモデル0000023354 933-2252 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽大柳町23番地 代表取締役 山田正志
有限会社山田木工所0000021812 691-4650 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通三条上る天性寺前町５２２ 代表取締役 山本雅二
有限会社ヤマモト0000023343 231-2341 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草 キトロ町32番地10 代表 太田篤志
ゆりかご育英社0000017253 643-1919 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通東入ル宮垣町91-102 代表取締役 角英嗣
株式会社Ｌｅａｄ0000021773 708-5395 中小企業市内
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京都府京都市中京区寺町通六角下る中筋町488の16 代表取締役 菅真継
株式会社ＷＡｌｉｖｅ0000023588 070-2801-4020 中小企業市内
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京都府京都市左京区下鴨西半木町73番地 代表取締役 櫻崎仁志
株式会社アートライン0000010077 701-2400 中小企業市内

京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸東入一蓮社町297 代表取締役 赤井彌一郎
株式会社AKAI0000000996 075-231-3111 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋堂ノ前町1番地 代表取締役 村田憲彦
株式会社アサヒ屋0000003270 075-691-2073 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町6番地の1 代表取締役 荒井正一
株式会社アライ0000008742 781-8231 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市 南区大宮通 八条上る２丁目塩屋町286番地 石原國男
石原産業0000017241 681-3663 中小企業市内

京都府京都市左京区田中飛鳥井町30番地 代表取締役 伊地智勲
株式会社伊地智写真型製作所0000021987 781-6532 中小企業市内

京都府京都市下京区油小路通六条下る西若松町273番地1 代表取締役社長 山本信之
株式会社井筒企画0000023560 343-0001 中小企業市内

有限会社イマイ・メディカル・ケ 京都府京都市左京区岩倉長谷町470番地 代表取締役 今井敦子
0000020480 721-9002 中小企業市内ア

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市下京区新町通四条下ル四条町349 京都友禅ビル5F 代表取締役 中尾光孝
株式会社エコノシスデザイン0000021051 746-5002 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル４階 代表取締役 市村徹
株式会社エソール0000023215 823-0510 中小企業市内

京都府京都市上京区猪熊通丸太町上ル木屋之町475番地 代表取締役社長 岡本秀友
株式会社岡忠0000003922 075-841-1661 中小企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通竹屋町下る五丁目226-3 御所南宮崎ビル2階 代表取締役 小野修一
オカニワ株式会社0000003391 585-5607 中小企業市内

京都府京都市東山区正面通本町西入正面町328 代表取締役 尾崎俊治
株式会社尾崎商店0000012990 561-5317 中小企業市内

京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西八反田町110番地4 代表取締役 氷置光雄
株式会社カゴヒロ0000021572 311-9477 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市下京区諏訪町通松原下る弁財天町329番地2 代表取締役 河井恒男
株式会社河井商店0000001669 361-2045 中小企業市内
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京都府京都市中京区高倉通三条下ル丸屋町161番地の1 代表取締役 川原豊一郎
川原株式会社0000000848 221-0474 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 坊城町65番地 代表取締役 木村拓馬
木村工業有限会社0000018070 662-2255 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽前田町20番地2 ユートピアナカガワ105 代表取締役 呉越
京スタイル株式会社0000022641 583-5733 中小企業市内

京都インターネットコミュニケー 京都府京都市右京区花園巽南町15 代表 森島啓一
0000009924 463-2350 中小企業市内ションオフィス ＳＹＡＲＡＫＵ

京都府京都市山科区上花山久保町62番地1 代表取締役 千賀修
株式会社京都千賀0000021066 501-4300 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 東大竹町1番地 代表取締役 長谷川夏代
株式会社京都プロセス工芸社0000018812 841-6956 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我本町11-8 代表取締役 小泉光太郎
京都麻業株式会社0000004168 933-8100 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山井伊掃部西町23-4 北村隆昭
京美堂運動具店0000002627 601-5871 中小企業市内

京都府京都市中京区室町通三条下る烏帽子屋町481番地の1 代表取締役 大田正樹
株式会社京ボウ0000000869 075-221-2800 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川久保田町21番地 代表取締役 朝田華美
株式会社京屋0000003399 721-2000 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極畔勝町26番地 代表取締役 野本知広
株式会社グリップ0000023605 325-4855 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通丸太町下る伊勢屋町405番地 代表取締役 後藤康輔
株式会社ゴトウスポーツ0000000900 075-221-6366 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京中保町28 河野健樹
サッカーの店カワノ0000021768 461-1230 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草加賀屋敷町11 代表取締役 澤井昌則
株式会社サワイ0000008417 644-0151 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院這登西町30番地の3 代表取締役 澤田清隆
株式会社澤田商店0000013033 661-4529 中小企業市内

京都府京都市南区西九条大国町21番地の2 代表 岡本輝明
サンシャイン企画0000022241 468-3900 中小企業市内
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京都府京都市南区上鳥羽大物町68番地 代表取締役 上田勝康
株式会社三笑堂0000003216 681-5131 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地の１００ 代表取締役 滋野裕子
滋野商事株式会社0000015312 881-3009 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京南聖町18番地 代表取締役 金岡諒樹
株式会社ジャストトレード0000020479 813-5828 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地100 代表取締役 滋野好史
株式会社浄美社0000004045 871-3623 大企業市内

京都府京都市 伏見区竹田 七瀬川町11番地7 代表取締役 林美智雄
株式会社スタジオグローブ0000010978 075-645-8007 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東御前田町6-1 代表取締役 田中親
有限会社スタジオ貳拾壹0000014555 493-2414 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市北区小山花ノ木町54番地の21 代表取締役 山田博文
株式会社創元0000022271 491-5151 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市山科区東野中井ノ上町11番地の42 代表取締役 高橋英司
大成被服工業株式会社0000019543 591-8553 中小企業市内

京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地の5 代表取締役 高下仁史
株式会社タカシタ消防0000002546 593-0119 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市北区小山北玄以町35番地 代表取締役 井上徳三郎
竹内商事株式会社0000008760 090-8824-3447 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町23番地の2 代表取締役 拝師知行
株式会社大同0000001228 311-7108 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町36番地 取締役 辻井司
有限会社冨山硝子店0000023394 325-0333 中小企業市内

京都府京都市左京区松ケ崎小竹薮町27-25 代表取締役 中島熙泰
有限会社ナウ0000011940 711-1934 中小企業市内

京都府京都市下京区七条通西洞院西入大黒町231番地 代表取締役 中林申一
中村被服工業株式会社0000008702 361-5211 中小企業市内
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京都府京都市下京区河原町通松原上ル清水町283番地 代表取締役 西堀孝三郎
日本被服工業株式会社0000008349 361-9496 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通富小路西入中之町481番地の2 取締役 林義朗
有限会社林衣料0000008277 351-5578 中小企業市内

京都府京都市東山区大仏南門通大和大路東入東瓦町681 代表理事 松井武司
東山企業組合0000010478 541-3181 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

京都府京都市下京区諏訪町通五条上ル高砂町377番地 代表取締役 平井隆夫
平井旗株式会社0000001554 343-0447 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通竹屋町上ル大文字町241番地 代表取締役 平岩亘
株式会社平岩0000000926 222-1041 中小企業市内

京都府京都市中京区油小路通竹屋町下ル橋本町494番地1 代表取締役 山本剛也
株式会社ビードリーム0000009688 256-2405 中小企業市内

京都府京都市中京区新烏丸通竹屋町下る梅ノ木町136番地 代表取締役 福田治夫
福田白衣株式会社0000000922 222-0505 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山町丹後21番地の１ 代表取締役 江草勝也
双葉産業株式会社0000002648 602-7271 中小企業市内

京都府京都市上京区五辻通浄福寺西入一色町27番1の332 メガロコープ西陣Ａ棟 代表取締役 幸田英和
フリーブライト株式会社0000021281 432-8560 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂北ノ口町243番地 代表取締役 長谷川良樹
株式会社紅屋0000022354 381-0088 中小企業市内

京都府京都市右京区常盤窪町1の54 武本秀樹
ホームソーイング タケモト0000004022 862-0055 中小企業市内

京都府京都市下京区高倉通六条上る富屋町617番地の1 代表取締役 岩崎俊雄
丸岩産業株式会社0000010512 341-6281 中小企業市内

京都府京都市 中京区西ノ京 壺ノ内町20番地6 代表取締役 中川貴之
株式会社マルナカ商会0000017323 822-8600 中小企業市内

京都府京都市中京区高倉通二条上る天守町744 代表取締役 長屋博久
有限会社村田堂0000010057 231-1593 中小企業市内

京都府京都市下京区高辻通麩屋町西入雁金町169番地 代表取締役 安田清司
有限会社ヤマキ0000001688 361-6331 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草 キトロ町32番地10 代表 太田篤志
ゆりかご育英社0000017253 643-1919 中小企業市内

京都府京都市上京区千本丸太町上ル南小山町870番地 代表取締役 安藤正孝
洛陽産業株式会社0000003958 841-5596 中小企業市内
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京都府京都市中京区坂本町686 2ビー 代表取締役 地野裕子
株式会社ルゥルゥ商會0000023628 050-3690-1222 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極中沢町1-13 サンシティ西京極２番館５０１号 代表取締役 近藤雅俊
レイズラボ株式会社0000021809 755-7973 中小企業市内

（京都府）京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番地の2 代表取締役 村田清和
ワタキューセイモア株式会社0000004310 0774-82-5101 中小企業市内 （支店長 奥山剛治）

京都府京都市中京区寺町通六角下る中筋町488の16 代表取締役 菅真継
株式会社ＷＡｌｉｖｅ0000023588 070-2801-4020 中小企業市内
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京都府京都市左京区下鴨西半木町73番地 代表取締役 櫻崎仁志
株式会社アートライン0000010077 701-2400 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺里ノ前町24番地24 パークハイツ２０１ 代表社員 岡部晋平
合同会社ＩＯＫ0000022824 746-2827 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田真幡木町162 ハイツ雅105号 代表社員 毎田一朗
合同会社アイテム0000022863 748-7316 中小企業市内

京都府京都市下京区高倉通五条下る堺町22番地3 代表取締役 吉川幸伸
旭テクノ化成株式会社0000015831 341-5252 中小企業市内

京都府京都市山科区川田御出町32番地26 代表取締役 栗山将輝
朝日リペア株式会社0000002353 501-4777 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町6番地の1 代表取締役 荒井正一
株式会社アライ0000008742 781-8231 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市 南区大宮通 八条上る２丁目塩屋町286番地 石原國男
石原産業0000017241 681-3663 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通大宮西入下長福寺町281 代表取締役 山下善彦
IzutsuRealty株式会社0000003917 075-841-0990 中小企業市内

有限会社イマイ・メディカル・ケ 京都府京都市左京区岩倉長谷町470番地 代表取締役 今井敦子
0000020480 721-9002 中小企業市内ア

京都府京都市西京区上桂三ノ宮町13番4 代表取締役 末永卓也
有限会社インテリア末永0000014592 392-2561 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦小手角町20番地の70 代表取締役 細井和博
株式会社インテリア ホソイ0000004089 881-2811 中小企業市内

京都府京都市山科区竹鼻西ノ口町63 渡辺昌彦
インテリア渡辺0000002435 075-581-1432 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺向畑町27 代表取締役 上田浩之
株式会社インテルナウエダ0000008160 781-3101 中小企業市内

京都府京都市中京区玉蔵町121番地 美濃利ビル503 代表取締役 鈴木秋子
株式会社ＷＡＲＥＨＯＵＳＥ0000022833 741-7491 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師菱川町559番地94 代表取締役 臼井崇
有限会社臼井製作所0000004196 075-954-8759 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市下京区新町通四条下ル四条町349 京都友禅ビル5F 代表取締役 中尾光孝
株式会社エコノシスデザイン0000021051 746-5002 中小企業市内
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株式会社エフティーコーポレーシ 京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町5番地2 代表取締役 藤原彰
0000021254 693-7117 中小企業市内ョン

京都府京都市中京区丸太町通小川西入横鍛冶町100番地 石田大成社ビル 代表取締役 柴田憲一
株式会社遠藤写真工芸所0000009449 223-1202 中小企業市内

京都府京都市 下京区綾小路通 寺町西入足袋屋町332番地の1 代表取締役 大島博司
大島テープ株式会社0000018079 361-3101 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通竹屋町下る五丁目226-3 御所南宮崎ビル2階 代表取締役 小野修一
オカニワ株式会社0000003391 585-5607 中小企業市内

京都府京都市上京区烏丸通椹木町上る堀松町422番地 代表取締役 小川隆之
有限会社小川金正堂0000001033 075-231-7323 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦面影町12番地の49 取締役 渕元敬吉
有限会社奥野製作所0000001466 864-4191 中小企業市内

京都府京都市山科区川田清水焼団地町8番4 代表取締役 奥村実
有限会社奥村装飾0000016136 592-5318 中小企業市内

京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市下京区諏訪町通松原下る弁財天町329番地2 代表取締役 河井恒男
株式会社河井商店0000001669 361-2045 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋門脇町28 代表取締役 中條遥
河北印刷株式会社0000008267 075-691-5121 中小企業市内

（京都府）京都府京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町2番地 日本生命四条大宮ビル 代表取締役社長 木村弘一
株式会社川島織物セルコン0000008341 823-6025 大企業市内 ４Ｆ （支店長 松村隆史）

京都府京都市中京区高倉通三条下ル丸屋町161番地の1 代表取締役 川原豊一郎
川原株式会社0000000848 221-0474 中小企業市内

京都府京都市南区大宮通八条下る東寺東門前町18番地 代表取締役 田中聡一
株式会社川村商店0000003294 691-6623 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西新林町六丁目３番地５ 代表者 木村隆之
椅槌工房0000023441 333-8806 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 坊城町65番地 代表取締役 木村拓馬
木村工業有限会社0000018070 662-2255 中小企業市内

株式会社京都エー・ブイ・システ 京都府京都市下京区西七条南月読町45番地 代表取締役 米本和男
0000001415 321-4536 中小企業市内ム

京都府京都市山科区上花山久保町62番地1 代表取締役 千賀修
株式会社京都千賀0000021066 501-4300 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 東大竹町1番地 代表取締役 長谷川夏代
株式会社京都プロセス工芸社0000018812 841-6956 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0007 繊維・皮革・ゴム製品
0002 旗・幕・カーテン等

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市伏見区久我本町11-8 代表取締役 小泉光太郎
京都麻業株式会社0000004168 933-8100 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝南福西町3丁目4‐7 代表取締役 高畠誠
株式会社京富士印刷0000008812 681-4358 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川久保田町21番地 代表取締役 朝田華美
株式会社京屋0000003399 721-2000 中小企業市内

京都府京都市 西京区御陵大枝山町 １丁目12-4 代表取締役 中村重廣
京洛工芸株式会社0000019874 332-8245 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦多藪町14番地の76 代表取締役 山本潤三
株式会社クレバー0000012850 861-7434 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極畔勝町26番地 代表取締役 野本知広
株式会社グリップ0000023605 325-4855 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦西蜂ケ岡町4番地 代表取締役 山口良幸
株式会社建巧社0000004039 871-2403 中小企業市内

京都府京都市北区紫野石龍町23番地の11 代表取締役 小池高史
小池教材株式会社0000002133 492-1005 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京式部町54 代表 林正章
工房はんどめいど0000014702 802-2256 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京藤ノ木町16番地 代表取締役 児玉国人
株式会社こだま印刷所0000020748 841-0052 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津前田町60番地の1 代表取締役 近藤晃弘
株式会社近藤ふとん店0000021266 871-1231 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町599番地 代表取締役 尾入孝浩
株式会社ゴードー0000018285 204-8223 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京中保町28 河野健樹
サッカーの店カワノ0000021768 461-1230 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田上大路町1番地の8 佐藤瑛治
佐藤商店0000009224 761-6878 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨天龍寺油掛町1番地 佐藤惠一
佐藤ふとん店0000008934 861-0494 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0007 繊維・皮革・ゴム製品
0002 旗・幕・カーテン等

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市北区紫野西御所田町14番地2 代表取締役 吉川忠男
サンケイデザイン株式会社0000001951 441-9125 中小企業市内

京都府京都市南区西九条大国町21番地の2 代表 岡本輝明
サンシャイン企画0000022241 468-3900 中小企業市内

京都府京都市山科区東野門口町37番地5 磯野貴子
サン商事0000022885 584-5055 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地の１００ 代表取締役 滋野裕子
滋野商事株式会社0000015312 881-3009 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市中京区四条通大宮西入壬生坊城町25番地 代表取締役 田中大介
株式会社正美堂0000003947 075-841-4371 中小企業市内

京都府京都市下京区正面通高瀬東入山王町343番地 代表取締役 馬場俊光
株式会社実業広告社0000001725 371-3151 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京南聖町18番地 代表取締役 金岡諒樹
株式会社ジャストトレード0000020479 813-5828 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地100 代表取締役 滋野好史
株式会社浄美社0000004045 871-3623 大企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 高畠町9番地 代表取締役 吉水修身
有限会社スタジオアクア0000019567 661-0036 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東御前田町6-1 代表取締役 田中親
有限会社スタジオ貳拾壹0000014555 493-2414 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市山科区東野中井ノ上町11番地の42 代表取締役 高橋英司
大成被服工業株式会社0000019543 591-8553 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通油小路東入金東横町242番地 代表取締役 高岡幸一郎
株式会社高岡0000008529 341-2251 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

（京都府）京都府京都市右京区西院平町25 ライフプラザ西大路四条 代表取締役 龍村育
株式会社龍村美術織物0000018121 325-5580 中小企業市内 （関西店長 武村恭志）

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0007 繊維・皮革・ゴム製品
0002 旗・幕・カーテン等

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市伏見区横大路下三栖山殿町66-2番地 代表取締役 大東利幸
大東寝具工業株式会社0000002808 075-622-6245 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町23番地の2 代表取締役 拝師知行
株式会社大同0000001228 311-7108 中小企業市内

京都府京都市北区紫野北舟岡町40の28 辻均
辻装飾加工所0000009568 432-4068 中小企業市内

京都府京都市右京区西院三蔵町35 代表取締役 辻田靖
有限会社辻田洋家具製作所0000001191 075-311-1449 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通四条上る大文字町298番地 代表取締役 寺村浩平
株式会社寺村牡丹堂0000000849 221-0556 中小企業市内

有限会社トータルプランニングア 京都府京都市南区上鳥羽金仏35番地 代表取締役 水谷泉
0000022631 692-3500 中小企業市内イム

京都府京都市下京区七条通大宮西入花畑町80番地 代表取締役 礪波具治
株式会社トナミ0000001687 361-6261 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町36番地 取締役 辻井司
有限会社冨山硝子店0000023394 325-0333 中小企業市内

京都府京都市右京区花園岡ノ本町7-27 店主 梅田茂
内装のウメダ0000011936 465-8615 中小企業市内

京都府京都市左京区仁王門通新東洞院東入新東洞院町284 中井和夫
中井住宅設備0000010009 761-0379 中小企業市内

京都府京都市下京区万寿寺通高倉東入官社殿町189番地 代表取締役 小吹修三
株式会社中川商店0000001599 351-2683 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通河原町西入榎木町92番地 代表取締役 中谷泰之
有限会社中谷徽章堂0000009587 231-4072 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦下角田町10番地の13 代表取締役 大島清
株式会社七和0000010440 871-7700 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀裏畑町19 西岡誠生
西岡テント0000014551 313-8498 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦安井松本町22番地の22 代表取締役 榎原明彦
株式会社にしむら0000003948 841-4400 中小企業市内

京都府京都市南区大宮通八条下る東寺東門前町40番地 代表社員 川村正一
合同会社ハートクリーン0000022652 662-6157 中小企業市内

京都府京都市 北区大北山 長谷町5番地13 代表取締役 長谷川尚志
株式会社長谷川つづれ0000018230 464-3057 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂前田町3番地の10 代表取締役 檜伸治
株式会社ひのき硝子0000004652 392-5630 中小企業市内

京都府京都市左京区東大路仁王門下る北門前町499番地2 代表取締役 紀伊馬芳則
株式会社日の出テント0000003551 075-761-3105 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0007 繊維・皮革・ゴム製品
0002 旗・幕・カーテン等

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市下京区諏訪町通五条上ル高砂町377番地 代表取締役 平井隆夫
平井旗株式会社0000001554 343-0447 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通神泉苑西入今新在家西町3番地 店主 平井秀和
平井ふとん店0000003936 841-3011 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通竹屋町上ル大文字町241番地 代表取締役 平岩亘
株式会社平岩0000000926 222-1041 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町18番地 代表取締役 平岡昌高
平岡旗製造株式会社0000000857 221-1500 中小企業市内

京都府京都市中京区油小路通竹屋町下ル橋本町494番地1 代表取締役 山本剛也
株式会社ビードリーム0000009688 256-2405 中小企業市内

京都府京都市北区紫野十二坊町19 代表取締役 柴田拓也
株式会社ファボーレ0000006877 417-0535 中小企業市内

京都府京都市中京区新烏丸通竹屋町下る梅ノ木町136番地 代表取締役 福田治夫
福田白衣株式会社0000000922 222-0505 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

（京都府）京都府京都市中京区東堀川通丸太町下ル7丁目4 代表取締役 永田智之
株式会社フジヤ0000000783 211-4311 大企業市内 （支店長 内田聖子）

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市上京区五辻通浄福寺西入一色町27番1の332 メガロコープ西陣Ａ棟 代表取締役 幸田英和
フリーブライト株式会社0000021281 432-8560 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京冷泉町23 古屋泰佑
フルヤ家具装飾0000003819 811-3602 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生神明町1番地41ー1 代表社員 木村素子
Plustus合同会社0000021606 080-5307-2939 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂森下町1の96 代表取締役 江端道弘
株式会社平安0000016773 391-0481 中小企業市内

京都府京都市右京区常盤窪町1の54 武本秀樹
ホームソーイング タケモト0000004022 862-0055 中小企業市内

京都府京都市南区久世上久世町１３６番地の２７ 取締役 内山敬一郎
有限会社マックリーン・システム0000018203 924-3388 中小企業市内

京都府京都市下京区高倉通六条上る富屋町617番地の1 代表取締役 岩崎俊雄
丸岩産業株式会社0000010512 341-6281 中小企業市内

京都府京都市 中京区西ノ京 壺ノ内町20番地6 代表取締役 中川貴之
株式会社マルナカ商会0000017323 822-8600 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西内畑町19番地 代表取締役 井上智之
株式会社三井田商事0000002810 622-6611 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0007 繊維・皮革・ゴム製品
0002 旗・幕・カーテン等

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパーク6号館204号 代表取締役 寺原紳次
株式会社メディアプラン0000022670 323-6161 中小企業市内

京都府京都市中京区麸屋町通丸太町下ル舟屋町431番地 代表取締役 安田悠吾
ヤスダ徽章株式会社0000001042 241-0035 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹上本町40 代表取締役 湯谷好貴
有限会社湯谷文昌堂0000002142 492-2821 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草 キトロ町32番地10 代表 太田篤志
ゆりかご育英社0000017253 643-1919 中小企業市内

京都府京都市上京区千本丸太町上ル南小山町870番地 代表取締役 安藤正孝
洛陽産業株式会社0000003958 841-5596 中小企業市内

京都府京都市下京区和気町12番地 代表取締役 佐藤能生
株式会社リビングハシモト0000001721 371-2608 中小企業市内

京都府京都市中京区坂本町686 2ビー 代表取締役 地野裕子
株式会社ルゥルゥ商會0000023628 050-3690-1222 中小企業市内

京都府京都市山科区東野八反畑町58番地の17 代表取締役 田中恵委子
株式会社黎明特殊黒板製作所0000009676 581-3196 中小企業市内

（京都府）京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番地の2 代表取締役 村田清和
ワタキューセイモア株式会社0000004310 0774-82-5101 中小企業市内 （支店長 奥山剛治）

京都府京都市中京区寺町通六角下る中筋町488の16 代表取締役 菅真継
株式会社ＷＡｌｉｖｅ0000023588 070-2801-4020 中小企業市内
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内容別名簿（物品関係）市内
0007 繊維・皮革・ゴム製品
0003 皮革・ゴム・合成樹脂

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市伏見区竹田真幡木町162 ハイツ雅105号 代表社員 毎田一朗
合同会社アイテム0000022863 748-7316 中小企業市内

京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸東入一蓮社町297 代表取締役 赤井彌一郎
株式会社AKAI0000000996 075-231-3111 中小企業市内

京都府京都市下京区高倉通五条下る堺町22番地3 代表取締役 吉川幸伸
旭テクノ化成株式会社0000015831 341-5252 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋堂ノ前町1番地 代表取締役 村田憲彦
株式会社アサヒ屋0000003270 075-691-2073 中小企業市内

京都府京都市山科区川田御出町32番地26 代表取締役 栗山将輝
朝日リペア株式会社0000002353 501-4777 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町6番地の1 代表取締役 荒井正一
株式会社アライ0000008742 781-8231 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

有限会社イマイ・メディカル・ケ 京都府京都市左京区岩倉長谷町470番地 代表取締役 今井敦子
0000020480 721-9002 中小企業市内ア

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉中町395 代表取締役社長 宮田貴之
株式会社エーコープ京都中央0000022651 701-2512 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル４階 代表取締役 市村徹
株式会社エソール0000023215 823-0510 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀樋爪町190番地 代表取締役 佐藤光博
エムケイ企画工業株式会社0000006815 632-6725 中小企業市内

京都府京都市 下京区綾小路通 寺町西入足袋屋町332番地の1 代表取締役 大島博司
大島テープ株式会社0000018079 361-3101 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

京都府京都市上京区猪熊通丸太町上ル木屋之町475番地 代表取締役社長 岡本秀友
株式会社岡忠0000003922 075-841-1661 中小企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通竹屋町下る五丁目226-3 御所南宮崎ビル2階 代表取締役 小野修一
オカニワ株式会社0000003391 585-5607 中小企業市内

京都府京都市東山区正面通本町西入正面町328 代表取締役 尾崎俊治
株式会社尾崎商店0000012990 561-5317 中小企業市内

京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西八反田町110番地4 代表取締役 氷置光雄
株式会社カゴヒロ0000021572 311-9477 中小企業市内
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京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市下京区諏訪町通松原下る弁財天町329番地2 代表取締役 河井恒男
株式会社河井商店0000001669 361-2045 中小企業市内

京都府京都市下京区七条通新町西入夷之町705番地 代表取締役 河合雅文
株式会社河合商店0000004649 371-2660 中小企業市内

京都府京都市 上京区大宮通 今出川上る観世町124 代表取締役 川村明子
川徳商事株式会社0000018965 441-4136 中小企業市内

京都府京都市中京区高倉通三条下ル丸屋町161番地の1 代表取締役 川原豊一郎
川原株式会社0000000848 221-0474 中小企業市内

京都府京都市東山区大和大路通五条上ル東入池殿町205番地 代表取締役 北出秀光
有限会社北出商店0000002286 561-3924 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽前田町20番地2 ユートピアナカガワ105 代表取締役 呉越
京スタイル株式会社0000022641 583-5733 中小企業市内

京都インターネットコミュニケー 京都府京都市右京区花園巽南町15 代表 森島啓一
0000009924 463-2350 中小企業市内ションオフィス ＳＹＡＲＡＫＵ

京都府京都市伏見区久我本町11-8 代表取締役 小泉光太郎
京都麻業株式会社0000004168 933-8100 中小企業市内

京都府京都市中京区室町通三条下る烏帽子屋町481番地の1 代表取締役 大田正樹
株式会社京ボウ0000000869 075-221-2800 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川久保田町21番地 代表取締役 朝田華美
株式会社京屋0000003399 721-2000 中小企業市内

京都府京都市 西京区御陵大枝山町 １丁目12-4 代表取締役 中村重廣
京洛工芸株式会社0000019874 332-8245 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通二条下ル妙満寺前町450番地の3 代表取締役 長谷川哲也
株式会社キンキ0000000799 211-5461 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極畔勝町26番地 代表取締役 野本知広
株式会社グリップ0000023605 325-4855 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院通寺の内下る古美濃部町185番地 代表取締役 山本昌史
株式会社宏栄山本0000001960 451-2222 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内
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京都府京都市中京区壬生馬場町五番地 代表取締役 澤井年弘
株式会社沢井商店0000003926 811-8911 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院這登西町30番地の3 代表取締役 澤田清隆
株式会社澤田商店0000013033 661-4529 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院中島町35番地 代表取締役 森昌哉
三光機工株式会社0000003197 681-2771 中小企業市内

京都府京都市山科区東野門口町37番地5 磯野貴子
サン商事0000022885 584-5055 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽大物町68番地 代表取締役 上田勝康
株式会社三笑堂0000003216 681-5131 中小企業市内

京都府京都市右京区御室堅町25番地6 代表取締役 中井常成
三洋ゴム工業株式会社0000021283 432-7362 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京南聖町18番地 代表取締役 金岡諒樹
株式会社ジャストトレード0000020479 813-5828 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 高畠町9番地 代表取締役 吉水修身
有限会社スタジオアクア0000019567 661-0036 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東御前田町6-1 代表取締役 田中親
有限会社スタジオ貳拾壹0000014555 493-2414 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

スリーボンドアーベル京滋株式会 京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町31 代表取締役社長 山口繁男
0000022522 602-0051 中小企業市内社

京都府京都市山科区東野中井ノ上町11番地の42 代表取締役 高橋英司
大成被服工業株式会社0000019543 591-8553 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町23番地の2 代表取締役 拝師知行
株式会社大同0000001228 311-7108 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町36番地 取締役 辻井司
有限会社冨山硝子店0000023394 325-0333 中小企業市内

京都府京都市西京区桂上野南町69番地3 代表取締役 高村純子
トラフィックシステム株式会社0000022381 468-1917 中小企業市内

京都府京都市下京区寺町通松原下ル植松町705番地 代表取締役 中井茂
中井ゴム工業株式会社0000001529 341-3381 中小企業市内

京都府京都市下京区七条通西洞院西入大黒町231番地 代表取締役 中林申一
中村被服工業株式会社0000008702 361-5211 中小企業市内
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京都府京都市下京区河原町通松原上ル清水町283番地 代表取締役 西堀孝三郎
日本被服工業株式会社0000008349 361-9496 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通富小路西入中之町481番地の2 取締役 林義朗
有限会社林衣料0000008277 351-5578 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田中阿達町47番地 代表取締役 林洋一
株式会社林製作所0000003597 075-771-3051 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

京都府京都市左京区丸太町通川端東入下堤町78番地 代表取締役 平塚正寛
株式会社平塚薬局0000003581 771-1496 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生松原町16番地の5 代表取締役 福井顕宣
株式会社福井商店0000010487 801-5321 中小企業市内

京都府京都市中京区新烏丸通竹屋町下る梅ノ木町136番地 代表取締役 福田治夫
福田白衣株式会社0000000922 222-0505 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山町丹後21番地の１ 代表取締役 江草勝也
双葉産業株式会社0000002648 602-7271 中小企業市内

京都府京都市上京区五辻通浄福寺西入一色町27番1の332 メガロコープ西陣Ａ棟 代表取締役 幸田英和
フリーブライト株式会社0000021281 432-8560 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂森下町1の96 代表取締役 江端道弘
株式会社平安0000016773 391-0481 中小企業市内

京都府京都市北区西賀茂中川上町84番地 ラフォーレダイゴＤ棟202号 代表社員 長田和明
合同会社マーケティング京都0000023241 080-6760-7561 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽尻切町15-4 代表取締役 松尾吉起
株式会社マツオ0000003065 661-5200 中小企業市内

京都府京都市下京区高倉通六条上る富屋町617番地の1 代表取締役 岩崎俊雄
丸岩産業株式会社0000010512 341-6281 中小企業市内

京都府京都市下京区万寿寺通寺町西入植松町736番地 取締役 松田義教
有限会社萬善0000001603 351-3074 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1 代表取締役 森本裕康
株式会社森本八十八商店0000001236 311-8231 中小企業市内

京都府京都市下京区高辻通麩屋町西入雁金町169番地 代表取締役 安田清司
有限会社ヤマキ0000001688 361-6331 中小企業市内

京都府京都市上京区千本丸太町上ル南小山町870番地 代表取締役 安藤正孝
洛陽産業株式会社0000003958 841-5596 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極中沢町1-13 サンシティ西京極２番館５０１号 代表取締役 近藤雅俊
レイズラボ株式会社0000021809 755-7973 中小企業市内
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（京都府）京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番地の2 代表取締役 村田清和
ワタキューセイモア株式会社0000004310 0774-82-5101 中小企業市内

（支店長 奥山剛治）
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京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の188 代表取締役 浅野裕一
アサノ電気工事株式会社0000020264 312-0033 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町6番地の1 代表取締役 荒井正一
株式会社アライ0000008742 781-8231 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中川原町381番地 代表取締役社長 森下陽治
石黒メディカルシステム株式会社0000000933 075-641-1496 中小企業市内

京都府京都市 南区大宮通 八条上る２丁目塩屋町286番地 石原國男
石原産業0000017241 681-3663 中小企業市内

京都府京都市上京区大宮通寺之内上ル三丁目筋違橋町551番地の1 代表取締役 今西宏樹
株式会社イヅミ消火器0000001848 414-0432 中小企業市内

京都府京都市下京区和気町15番地 代表取締役 伊東卓男
伊東公業株式会社0000009695 361-6451 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂今井町１３８番地 代表取締役 瀧田圭一
上野電機株式会社0000001838 394-4951 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル４階 代表取締役 市村徹
株式会社エソール0000023215 823-0510 中小企業市内

京都府京都市下京区七条通西洞院東入夷之町689番地 代表取締役 野々内裕樹
近江屋ロープ株式会社0000001673 361-2301 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市上京区猪熊通丸太町上ル木屋之町475番地 代表取締役社長 岡本秀友
株式会社岡忠0000003922 075-841-1661 中小企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通竹屋町下る五丁目226-3 御所南宮崎ビル2階 代表取締役 小野修一
オカニワ株式会社0000003391 585-5607 中小企業市内

京都府京都市伏見区納所和泉屋13番地5 代表取締役 岡本憲明
オカモト防災株式会社0000002738 632-1190 中小企業市内

京都府京都市中京区富小路通錦小路上ル高宮町595番地 代表取締役 奥谷洋平
奥谷電機株式会社0000000862 221-1809 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝北福西町二丁目12‐2 代表取締役 金田洋一
有限会社カネダ商会0000010301 331-6161 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町７２番地の１ 代表取締役 鎌谷裕介
株式会社鎌電0000001306 313-1161 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0008 消防用品
0001 消防用品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市 上京区大宮通 今出川上る観世町124 代表取締役 川村明子
川徳商事株式会社0000018965 441-4136 中小企業市内

京都府京都市中京区高倉通三条下ル丸屋町161番地の1 代表取締役 川原豊一郎
川原株式会社0000000848 221-0474 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹下高才町6-9 代表取締役 瀧中昇
北山防災株式会社0000002165 493-2163 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西新林町5丁目1-18 代表取締役 三宅久嗣
株式会社久栄堂0000012712 331-1232 中小企業市内

京都府京都市右京区西院西貝川町42番地 代表取締役 清井浩一
株式会社清井設計工務0000001229 864-7100 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦松本町14番地 代表取締役 難波太郎
京都帝酸株式会社0000004002 861-1181 中小企業市内

京都府京都市中京区釜座通三条上る釜座町11番地の11 理事長 戸田正和
京都府紙器段ボール箱工業組合0000022275 221-1374 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 東大竹町1番地 代表取締役 長谷川夏代
株式会社京都プロセス工芸社0000018812 841-6956 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我本町11-8 代表取締役 小泉光太郎
京都麻業株式会社0000004168 933-8100 中小企業市内

京都府京都市中京区室町通三条下る烏帽子屋町481番地の1 代表取締役 大田正樹
株式会社京ボウ0000000869 075-221-2800 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川久保田町21番地 代表取締役 朝田華美
株式会社京屋0000003399 721-2000 中小企業市内

京都府京都市 山科区上花山 花ノ岡町49-3 代表 瀬戸英和
クリエイトアドバンス0000019922 502-7277 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚丹田35番地4 代表取締役 川向武徳
株式会社京津管理0000012730 594-6588 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚丹田32番地5 代表取締役 梅原功
株式会社京滋機械工業0000018280 582-8901 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町86番地2 代表取締役 天池淳
京阪防火設備株式会社0000002200 502-4880 中小企業市内

京都府京都市 右京区京北 細野町 瀧ノ向6番地2 代表理事 米嶋昌史
京北銘木生産協同組合0000018151 852-0490 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院通寺の内下る古美濃部町185番地 代表取締役 山本昌史
株式会社宏栄山本0000001960 451-2222 中小企業市内

京都府京都市右京区西院平町7番地 代表取締役 奥野寛
株式会社コスモメンテナンス0000014001 323-2600 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0008 消防用品
0001 消防用品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市西京区大枝南福西町二丁目14-9 代表取締役 近藤友理香
近藤物産株式会社0000021998 332-4342 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院中島町35番地 代表取締役 森昌哉
三光機工株式会社0000003197 681-2771 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽大物町68番地 代表取締役 上田勝康
株式会社三笑堂0000003216 681-5131 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地の１００ 代表取締役 滋野裕子
滋野商事株式会社0000015312 881-3009 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市南区西九条菅田町3番地1 代表取締役 藤井正
晶和電気工業株式会社0000003075 661-7048 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺北町30番地 代表取締役 奥村健次
新栄電気工業株式会社0000001275 312-6161 中小企業市内

京都府京都市 中京区御池通 間之町東入高宮町206 代表取締役 大江明道
株式会社新日本電池開発0000019528 223-5558 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地100 代表取締役 滋野好史
株式会社浄美社0000004045 871-3623 大企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市山科区東野中井ノ上町11番地の42 代表取締役 高橋英司
大成被服工業株式会社0000019543 591-8553 中小企業市内

京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地の5 代表取締役 高下仁史
株式会社タカシタ消防0000002546 593-0119 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝沓掛町15番地の112 代表取締役 福本凡人
高塚管理サービス株式会社0000014710 333-0501 中小企業市内

京都府京都市上京区七本松通今小路下ル末之口町４３７番地１１ 代表取締役 瀧葉良男
タキバ電機株式会社0000002059 463-8864 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生東土居ノ内町30番地3 代表取締役 谷口實
株式会社谷口電設0000019899 205-3377 中小企業市内

京都府京都市右京区花園扇野町37番地 代表取締役 森本光月
株式会社大興設備開発0000003803 803-0507 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0008 消防用品
0001 消防用品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市右京区西院上花田町23番地の2 代表取締役 拝師知行
株式会社大同0000001228 311-7108 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 右京区西院 久保田町18番地 代表取締役社長 公文雅人
大和無線電器株式会社0000019565 311-4707 大企業市内

（販売推進責任者 松井基泰）

京都府京都市北区衣笠東御所ノ内町46番地 代表取締役 土佐昭範
土佐商行株式会社0000010192 462-8887 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町36番地 取締役 辻井司
有限会社冨山硝子店0000023394 325-0333 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市左京区仁王門通新東洞院東入新東洞院町284 中井和夫
中井住宅設備0000010009 761-0379 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽藁田町14 代表取締役 岸田俊介
株式会社中川産業0000010010 661-5716 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽角田町32番地 代表取締役 藏岡仁史
ニシムラ株式会社0000008147 681-2331 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽珍事町108番地10 代表取締役 廣木康臣
株式会社日建消防0000007009 581-5618 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生松原町36番地の13 代表取締役 舩岡伸季
日本防火産業株式会社0000001360 314-0119 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通富小路西入中之町481番地の2 取締役 林義朗
有限会社林衣料0000008277 351-5578 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田中阿達町47番地 代表取締役 林洋一
株式会社林製作所0000003597 075-771-3051 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中島町５番地 代表取締役 喜多川光世
光工業株式会社0000002902 641-5361 中小企業市内

京都府京都市山科区御陵大津畑町16番地の6 代表取締役 西村隆一郎
株式会社東山0000010152 501-1022 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通竹屋町上ル大文字町241番地 代表取締役 平岩亘
株式会社平岩0000000926 222-1041 中小企業市内

京都府京都市右京区西院清水町63番地 代表取締役 深田金嗣
株式会社深田商会0000001252 312-2041 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町４丁目82番地 代表取締役 黒川毅
株式会社伏見商会0000014119 641-6196 中小企業市内

京都府京都市上京区五辻通浄福寺西入一色町27番1の332 メガロコープ西陣Ａ棟 代表取締役 幸田英和
フリーブライト株式会社0000021281 432-8560 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

ZIP179
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京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 代表取締役 戸島耕二
株式会社増田医科器械0000005357 623-7111 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽尻切町15-4 代表取締役 松尾吉起
株式会社マツオ0000003065 661-5200 中小企業市内

京都府京都市下京区万寿寺通寺町西入植松町736番地 取締役 松田義教
有限会社萬善0000001603 351-3074 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉長谷町28-10 代表 村田省三
村田電気工事0000003382 711-8050 中小企業市内

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス

京都府京都市伏見区三栖向町765番地 代表取締役 森田晋矢
有限会社森田電設0000002773 621-7293 中小企業市内

京都府京都市下京区堀川通高辻上ル吉水町347番地 代表取締役社長 横川幸生
株式会社ヤマト商会0000008167 343-0681 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽乙出町1番地 代表取締役 山中敏裕
有限会社山中電気0000004664 581-2023 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽火打形町11番地1 代表取締役 相馬孝祥
yokoiメンテック株式会社0000022257 661-1119 中小企業市内

京都府京都市中京区高倉通夷川上ル福屋町718 代表取締役 吉原健人
株式会社吉原工務店0000000924 222-0588 中小企業市内

京都府京都市左京区南禅寺下河原町29番地 代表取締役 米田幸三
ヨネ産業株式会社0000003510 751-6265 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島外山町25 代表取締役 垂井克生
株式会社ＲＩＤＥＮ0000022052 286-3696 中小企業市内

京都府京都市上京区千本丸太町上ル南小山町870番地 代表取締役 安藤正孝
洛陽産業株式会社0000003958 841-5596 中小企業市内

京都府京都市西京区御陵大枝山町６丁目11-8 代表者 高島良之助
洛陽防災設備0000001489 332-2308 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 豊田町26番地 代表取締役 岩崎隆二
和晃技研株式会社0000018242 681-6291 中小企業市内

ZIP179
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京都府京都市中京区車屋町通竹屋町上る砂金町403 田丸産業ビル4階 代表取締役 伊藤惠
株式会社アクティブケイ0000014633 255-6586 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338番地 京都四条河原町ビル9階 代表取締役 足立由紀子
株式会社アド・プラネット0000020527 741-7419 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通広小路下ル東桜町21番地 代表取締役 岸本康
いわしや岸本医科産業株式会社0000021084 231-5264 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市下京区新町通四条下ル四条町349 京都友禅ビル5F 代表取締役 中尾光孝
株式会社エコノシスデザイン0000021051 746-5002 中小企業市内

京都府京都市右京区山ノ内中畑町45番地5 代表取締役 春本こず恵
株式会社ＥＮＯ0000021949 811-8155 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町46番地の2 代表取締役 柴田一哉
株式会社おいかぜ0000014677 314-4367 中小企業市内

京都府京都市北区小山初音町16番地 代表取締役 大木梨花子
有限会社大木光芸社0000010683 491-7443 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

株式会社ＯＦＦＩＣＥ ＳＡＷＡ 京都府京都市東山区今熊野椥ノ森町11番地46 代表取締役 澤村栄治
0000022527 533-3581 中小企業市内ＭＵＲＡ

京都府京都市中京区壬生土居ノ内町19-13 林千代子
officeやまと0000016784 311-9000 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町７２番地の１ 代表取締役 鎌谷裕介
株式会社鎌電0000001306 313-1161 中小企業市内

京都府京都市中京区堺町通御池下ル丸木材木町671番地 エクレーヌ御池408号 代表取締役 小西久祝
株式会社キャッツ0000013753 256-9870 中小企業市内

京都インターネットコミュニケー 京都府京都市右京区花園巽南町15 代表 森島啓一
0000009924 463-2350 中小企業市内ションオフィス ＳＹＡＲＡＫＵ

株式会社京都エー・ブイ・システ 京都府京都市下京区西七条南月読町45番地 代表取締役 米本和男
0000001415 321-4536 中小企業市内ム

京都府京都市中京区二条通寺町東入榎木町87番地 代表取締役 竹内守
株式会社京都映画センター0000009183 256-1707 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田中阿達町38番地7 代表取締役 西村和也
KYOTO's 3D STUDIO株式会社0000022584 741-7755 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 左京区吉田 二本松町無番地京都大学内 代表理事 國見伸行
京都大学生活協同組合0000019857 753-7640 中小企業市内 （専務理事 國見伸行）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0009 写真機械・青写真・第二原図
0001 カメラ（フィルム式）、映像機、ビデオソフト

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市上京区烏丸通一条下る龍前町600番地の1 代表取締役社長 細井俊介
株式会社京都放送0000008480 431-1115 大企業市内

京都府京都市 伏見区桃山町 丹後33番地294 代表取締役 桑原武史
有限会社クワハラフォトサービス0000009499 622-0322 中小企業市内

京都府京都市中京区堺町通御池下ル丸木材木町676番地 SHICATA HUIT BLDG6階 代表取締役 陸奥田裕一
ケイアイエスユー株式会社0000015372 253-6333 中小企業市内

京都府京都市山科区東野中井ノ上町19-18 代表取締役 長谷川治
有限会社京滋通信機器商会0000002460 581-7487 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

（京都府）京都府京都市西京区桂千代原町61-5 代表取締役 竹内博
株式会社桂電社0000023157 391-1277 中小企業市内 （取締役 竹内淳祐）

京都府京都市右京区太秦開日町5番地4 代表取締役 小泉伸洋
株式会社コイズミデザイン0000023558 865-3808 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川西町82 代表取締役 関雅夫
株式会社光楽堂0000003370 711-2131 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る上立売町1-8 代表 小林禎弘
小林写真事務所0000011915 451-5800 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市 西京区大枝 沓掛町26-666 代表取締役 秋山毅
株式会社シネマ・ワーク0000009966 331-7820 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町18-1 森田健嗣
写真のモリタ0000001974 075-277-5896 中小企業市内

京都府京都市 下京区塩小路通 堀川東入南不動堂町3番地 大道ビル6階 代表取締役 日下部浩史
シャレット株式会社0000019267 075-746-2036 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹牛若町12-5 竹内雄一
真光堂0000009954 491-2844 中小企業市内

京都府京都市南区西九条大国町3 中野新一
慈恩広告社0000020760 693-9092 中小企業市内

株式会社ＳＣＲＥＥＮクリエイテ 京都府京都市右京区西京極新明町13-1 代表取締役 中村典生
0000021810 325-6221 中小企業市内ィブコミュニケーションズ

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0009 写真機械・青写真・第二原図
0001 カメラ（フィルム式）、映像機、ビデオソフト

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町4番地 代表取締役 瀧麻由香
株式会社太洋堂0000008614 315-8910 中小企業市内

京都府京都市 下京区富小路通 高辻下る恵美須屋町175番地 代表取締役 高橋進
株式会社高橋電気0000001588 351-1000 中小企業市内

京都府京都市中京区丸太町通烏丸西入常真横町290番地の１ 代表取締役 竹田賢司
株式会社竹田謄写堂0000000927 222-1056 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院池ノ内町83番地 代表取締役 栩谷泰輝
大和電設工業株式会社0000003151 672-3311 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨明星町5番地24 代表取締役 内田税雄
株式会社中央精器0000004059 871-8400 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨明星町5番地24 代表取締役 内田真弓
有限会社中央フォトサービス0000010417 871-4628 中小企業市内

京都府京都市 北区紫野 上鳥田町33番地2 代表取締役 浅井政嗣
株式会社つむぎや0000018836 090-1905-5832 中小企業市内

京都府京都市 中京区二条通 寺町東入榎木町97番地 大興ビル4Ｆ 代表取締役 小原賢晃
株式会社デイック0000003587 222-0013 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通三条上る下丸屋町404-2 タケウチビル4F 代表取締役 板倉一成
株式会社ディレクターズ・ユニブ0000019311 222-5525 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨夜光町16-1 コスモエル下鴨 代表取締役 辻本将仁
株式会社トライソリューション0000023233 777-8078 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀正会町1番地1 代表取締役 和本賢一
株式会社ドラマ0000022643 585-5352 中小企業市内

日本カラーフォトスタジオ株式会 京都府京都市右京区山ノ内宮前町5-7 代表取締役 伊藤正博
0000010200 811-7272 中小企業市内社

京都府京都市上京区一条通松屋町下る鏡石町32番地 代表取締役 古市洋二
ひらくと株式会社0000021982 366-3867 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹西高縄町14 代表者 平野拓也
平野拓也デザイン事務所0000023639 090-5570-5549 中小企業市内

京都府京都市伏見区御香宮門前町192番地 代表 柳本昇
ビヨーカン0000008300 611-9555 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町68番地 代表取締役 大槻重喜
ファイティングポーズ株式会社0000019515 315-2422 中小企業市内

京都府京都市 下京区西木屋町通 五条下る南京極町80 田中秀樹
フォトオフィス・タナカ0000017437 341-3565 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0009 写真機械・青写真・第二原図
0001 カメラ（フィルム式）、映像機、ビデオソフト

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市右京区梅津中村町20番地33 代表 藤井司
フォトオフィス フジイ0000015449 201-1213 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草藤森町37番地 大嶽佳雄
藤の森 みのや0000002905 641-5822 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京銅駝町48番地 ABOX121 代表取締役 新宮三智夫
株式会社ムツミ0000013803 822-1270 中小企業市内

京都府京都市 上京区東今小路町744-5 コンフォート中野3Ｆ 代表取締役 吉岡博行
株式会社吉岡映像0000018197 465-0995 中小企業市内

京都府京都市中京区坂本町686 2ビー 代表取締役 地野裕子
株式会社ルゥルゥ商會0000023628 050-3690-1222 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0009 写真機械・青写真・第二原図
0002 青写真・第二原図

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市下京区新町通四条下ル四条町349 京都友禅ビル5F 代表取締役 中尾光孝
株式会社エコノシスデザイン0000021051 746-5002 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生土居ノ内町19-13 林千代子
officeやまと0000016784 311-9000 中小企業市内

京都府京都市伏見区丹後町715番地 代表取締役 吉永豊一
株式会社京都イングス0000007762 632-8510 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草下横縄町15 代表取締役 吉川毅
京都工業株式会社0000002924 641-8278 中小企業市内

京都府京都市下京区木津屋橋通新町西入東塩小路町601番地 ＮＵＰビルディング京都駅 代表取締役社長 森口健吾
京都電子計算株式会社0000008220 241-5552 中小企業市内 前

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町680番地 代表取締役 弓場昌治
近畿都市整備株式会社0000019620 361-7950 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川西町82 代表取締役 関雅夫
株式会社光楽堂0000003370 711-2131 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨明星町5番地24 代表取締役 内田税雄
株式会社中央精器0000004059 871-8400 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨明星町5番地24 代表取締役 内田真弓
有限会社中央フォトサービス0000010417 871-4628 中小企業市内

京都府京都市左京区松ヶ崎久土町4-1 グレース松ヶ崎509号 代表取締役 上田三佳
日本情報通信株式会社0000019995 721-7888 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹西高縄町14 代表者 平野拓也
平野拓也デザイン事務所0000023639 090-5570-5549 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田久保町2番96-2 代表取締役 山元昇
ビジネスサービス株式会社0000010482 645-2212 中小企業市内

京都府京都市 中京区間之町通 御池上ル高田町503番地 花柳ビル1F 代表取締役 北川清和
株式会社平安光業0000000976 231-1177 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通東洞院東入松屋町42 代表取締役 高田年雄
株式会社メディア・プランニング0000021337 252-6223 中小企業市内

京都府京都市 上京区東今小路町744-5 コンフォート中野3Ｆ 代表取締役 吉岡博行
株式会社吉岡映像0000018197 465-0995 中小企業市内

京都府京都市上京区東堀川通下長者町下る３丁目5-1 代表取締役 吉川寛
株式会社吉川測器0000001876 431-2331 中小企業市内
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内容別名簿（物品関係）市内
0009 写真機械・青写真・第二原図
0003 撮影

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市 中京区烏丸通 蛸薬師南入る手洗水町647番地 トキワビルディング3-Ａ 取締役 河原司
有限会社アーキテクトタイタン0000018694 254-8307 中小企業市内 号室

京都府京都市 中京区新町通 四条上る小結棚町440 三放ビル3F 代表取締役 前田哲也
株式会社アームズデザイン0000020494 222-2827 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草五反田町6番地9 代表取締役 西山成在
株式会社アイエムジー0000022255 641-0985 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 代表取締役 生駒豪康
ＩＧ株式会社0000022671 325-2620 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田真幡木町162 ハイツ雅105号 代表社員 毎田一朗
合同会社アイテム0000022863 748-7316 中小企業市内

京都府京都市中京区車屋町通竹屋町上る砂金町403 田丸産業ビル4階 代表取締役 伊藤惠
株式会社アクティブケイ0000014633 255-6586 中小企業市内

京都府京都市中京区西洞院通御池下ル三坊西洞院町565番地 ラフィーネ御池505号室 代表取締役 西村吉郎
アド・アソシエイツ株式会社0000016780 257-8022 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338番地 京都四条河原町ビル9階 代表取締役 足立由紀子
株式会社アド・プラネット0000020527 741-7419 中小企業市内

特定非営利活動法人ＡＮＥＷＡＬ 京都府京都市 上京区堀川通 寺之内上る２丁目上天神町630 理事長 飯高克昌
0000021057 075-431-6469 中小企業市内Ｇａｌｌｅｒｙ

特定非営利活動法人ＡntennaＭed 京都府京都市下京区麩屋町通五条上る下鱗形町563 理事長 木下浩佑
0000019853 090-5168-3961 中小企業市内ia

京都府京都市上京区河原町通広小路下ル東桜町21番地 代表取締役 岸本康
いわしや岸本医科産業株式会社0000021084 231-5264 中小企業市内

京都府京都市下京区新町通四条下ル四条町349 京都友禅ビル5F 代表取締役 中尾光孝
株式会社エコノシスデザイン0000021051 746-5002 中小企業市内

京都府京都市右京区山ノ内中畑町45番地5 代表取締役 春本こず恵
株式会社ＥＮＯ0000021949 811-8155 中小企業市内

京都府京都市 上京区今出川通 七本松西入真盛町743番地1 代表取締役 晴間茂
株式会社エビスデザイン0000018697 464-5511 中小企業市内

京都府京都市中京区丸太町通小川西入横鍛冶町100番地 石田大成社ビル 代表取締役 柴田憲一
株式会社遠藤写真工芸所0000009449 223-1202 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町46番地の2 代表取締役 柴田一哉
株式会社おいかぜ0000014677 314-4367 中小企業市内

京都府京都市中京区小川通二条上る槌屋町611番地 代表取締役 大入達男
株式会社大入0000022530 212-0248 中小企業市内

京都府京都市北区小山初音町16番地 代表取締役 大木梨花子
有限会社大木光芸社0000010683 491-7443 中小企業市内

株式会社ＯＦＦＩＣＥ ＳＡＷＡ 京都府京都市東山区今熊野椥ノ森町11番地46 代表取締役 澤村栄治
0000022527 533-3581 中小企業市内ＭＵＲＡ

京都府京都市右京区常盤西町8番地40 代表取締役 福西圭
officeShin株式会社0000015298 881-3450 中小企業市内
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京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内

京都府京都市 上京区寺之内通 新町西入妙顕寺前町506番地 代表取締役 西村宜浩
株式会社キクザワ0000017311 432-0181 中小企業市内

京都府京都市中京区堺町通御池下ル丸木材木町671番地 エクレーヌ御池408号 代表取締役 小西久祝
株式会社キャッツ0000013753 256-9870 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田中阿達町38番地7 代表取締役 西村和也
KYOTO's 3D STUDIO株式会社0000022584 741-7755 中小企業市内

京都府京都市上京区烏丸通一条下る龍前町600番地の1 代表取締役社長 細井俊介
株式会社京都放送0000008480 431-1115 大企業市内

京都府京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537番地4号 代表取締役社長 福永法弘
株式会社京都ホテル0000023575 211-5111 大企業市内

京都府京都市 伏見区桃山町 丹後33番地294 代表取締役 桑原武史
有限会社クワハラフォトサービス0000009499 622-0322 中小企業市内

京都府京都市右京区西院三蔵町47-3 代表取締役 西野能央
株式会社グラフィック0000010335 050-3366-5590 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦開日町5番地4 代表取締役 小泉伸洋
株式会社コイズミデザイン0000023558 865-3808 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川西町82 代表取締役 関雅夫
株式会社光楽堂0000003370 711-2131 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京藤ノ木町16番地 代表取締役 児玉国人
株式会社こだま印刷所0000020748 841-0052 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る上立売町1-8 代表 小林禎弘
小林写真事務所0000011915 451-5800 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町37番地 代表取締役 松井勝美
株式会社サンエムカラー0000010362 671-8498 中小企業市内

京都府京都市北区紫野西御所田町14番地2 代表取締役 吉川忠男
サンケイデザイン株式会社0000001951 441-9125 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町18-1 森田健嗣
写真のモリタ0000001974 075-277-5896 中小企業市内

京都府京都市 下京区塩小路通 堀川東入南不動堂町3番地 大道ビル6階 代表取締役 日下部浩史
シャレット株式会社0000019267 075-746-2036 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹牛若町12-5 竹内雄一
真光堂0000009954 491-2844 中小企業市内
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京都府京都市下京区油小路仏光寺上る風早町五六六 代表取締役 中村功
有限会社真陽社0000001623 075-351-6034 中小企業市内

京都府京都市南区西九条大国町3 中野新一
慈恩広告社0000020760 693-9092 中小企業市内

株式会社ＳＣＲＥＥＮクリエイテ 京都府京都市右京区西京極新明町13-1 代表取締役 中村典生
0000021810 325-6221 中小企業市内ィブコミュニケーションズ

京都府京都市 南区上鳥羽 高畠町9番地 代表取締役 吉水修身
有限会社スタジオアクア0000019567 661-0036 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市 南区唐橋 赤金町67番地10 代表取締役 嶋田かをり
株式会社ゼニス0000019928 671-7100 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 右京区西院 久保田町18番地 代表取締役社長 公文雅人
大和無線電器株式会社0000019565 311-4707 大企業市内

（販売推進責任者 松井基泰）

京都府京都市右京区嵯峨明星町5番地24 代表取締役 内田真弓
有限会社中央フォトサービス0000010417 871-4628 中小企業市内

京都府京都市 北区紫野 上鳥田町33番地2 代表取締役 浅井政嗣
株式会社つむぎや0000018836 090-1905-5832 中小企業市内

京都府京都市上京区大宮通西裏芦山寺上る二丁目竪社北半町203番地 代表取締役 西堀耕太郎
株式会社ＴＣＩ研究所0000023405 432-8751 中小企業市内

京都府京都市 中京区二条通 寺町東入榎木町97番地 大興ビル4Ｆ 代表取締役 小原賢晃
株式会社デイック0000003587 222-0013 中小企業市内

京都府京都市南区東九条西岩本町10-2 イリアスオフィス2階 代表理事 上田雄太
一般社団法人ＤＰＣＡ0000021562 606-6865 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通三条上る下丸屋町404-2 タケウチビル4F 代表取締役 板倉一成
株式会社ディレクターズ・ユニブ0000019311 222-5525 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京馬代町6番地の16 代表取締役 為國光俊
株式会社図書印刷同朋舎0000001696 205-5506 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀正会町1番地1 代表取締役 和本賢一
株式会社ドラマ0000022643 585-5352 中小企業市内

日本カラーフォトスタジオ株式会 京都府京都市右京区山ノ内宮前町5-7 代表取締役 伊藤正博
0000010200 811-7272 中小企業市内社

京都府京都市伏見区久我西出町3-61 代表取締役 安達正純
ニューカラー写真印刷株式会社0000009833 921-7200 中小企業市内

京都府京都市 北区紫野 北舟岡町4番地の9 代表 柳田昭彦
日向工房0000017299 451-0306 中小企業市内

京都府京都市上京区竹屋町通千本東入主税町1217番地の1 代表取締役 長崎多加志
日吉印刷株式会社0000022292 821-0808 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通松屋町下る鏡石町32番地 代表取締役 古市洋二
ひらくと株式会社0000021982 366-3867 中小企業市内
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京都府京都市北区紫竹西高縄町14 代表者 平野拓也
平野拓也デザイン事務所0000023639 090-5570-5549 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田久保町2番96-2 代表取締役 山元昇
ビジネスサービス株式会社0000010482 645-2212 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京銅駝町48番地 代表取締役 八田雅哉
株式会社ビュー0000022844 822-7372 中小企業市内

京都府京都市伏見区御香宮門前町192番地 代表 柳本昇
ビヨーカン0000008300 611-9555 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町635番地2 梓ビル4階 代表取締役 村田光
株式会社ピクチャレスク0000019282 075-746-3790 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町68番地 代表取締役 大槻重喜
ファイティングポーズ株式会社0000019515 315-2422 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町79番地 ヤサカ四条烏丸ビル5階 代表取締役 田伏辰也
株式会社フィールド0000021780 251-0577 中小企業市内

京都府京都市 下京区西木屋町通 五条下る南京極町80 田中秀樹
フォトオフィス・タナカ0000017437 341-3565 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津中村町20番地33 代表 藤井司
フォトオフィス フジイ0000015449 201-1213 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生神明町1番地41ー1 代表社員 木村素子
Plustus合同会社0000021606 080-5307-2939 中小企業市内

京都府京都市 中京区車屋町通 丸太町下る砂金町406番地 田丸産業ビル5F 代表取締役 中村夕起子
株式会社プラメイク0000020143 256-3481 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通竹屋町下る弁財天町302番地 代表取締役 鈴木巧
株式会社便利堂0000001009 231-4351 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパーク6号館204号 代表取締役 寺原紳次
株式会社メディアプラン0000022670 323-6161 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通東洞院東入松屋町42 代表取締役 高田年雄
株式会社メディア・プランニング0000021337 252-6223 中小企業市内

特定非営利活動法人やさしいデザ 京都府京都市 下京区中堂寺 粟田町93番地 京都リサーチパークスタジオ棟101 理事 生駒豪康
0000022690 315-9072 中小企業市内イン

京都府京都市 上京区東今小路町744-5 コンフォート中野3Ｆ 代表取締役 吉岡博行
株式会社吉岡映像0000018197 465-0995 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師通西入ル橋弁慶町222番地 ﾋﾗｲﾋﾞﾙ3階 代表取締役 田中茂
リュウム株式会社0000021604 257-4588 中小企業市内

京都府京都市中京区坂本町686 2ビー 代表取締役 地野裕子
株式会社ルゥルゥ商會0000023628 050-3690-1222 中小企業市内
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京都府京都市伏見区横大路千両松町8番地1 代表取締役 豊田南星
有限会社アイデン0000016561 200-3300 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西内畑町3番地 代表取締役社長 芝原統
株式会社アヴニール0000004301 602-2098 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の188 代表取締役 浅野裕一
アサノ電気工事株式会社0000020264 312-0033 中小企業市内

京都府京都市山科区川田御出町32番地26 代表取締役 栗山将輝
朝日リペア株式会社0000002353 501-4777 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂三ノ宮町88-2 代表取締役 足利和雄
株式会社足利電機0000001804 391-6354 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町121 美濃利ビル502号 取締役 岡山秀行
有限会社イー・セレクト0000019858 223-3570 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市右京区京北下中町経田7-4 代表取締役 大栢喜久夫
有限会社いそべ電気0000011725 854-0536 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通高辻上る万里小路町１７８番地 代表取締役 市川和男
市川電気工業株式会社0000001610 351-3992 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町74番地 代表取締役 伊藤通
株式会社伊藤設備工業所0000002388 603-7677 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西久保町3番地 石角嘉徳
イワタヤ0000009132 313-4248 中小企業市内

イワモトエンジニアリング株式会 京都府京都市北区小山西元町47番地2 代表取締役 藤原和正
0000002158 492-7771 中小企業市内社

京都府京都市 伏見区深草大亀谷 大山町17‐2 代表取締役 上杉明夫
有限会社上杉でんき0000017411 643-9932 中小企業市内

京都府京都市伏見区納所北城堀3の5 代表取締役社長 植田司郎
株式会社植田電機0000002823 631-1112 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通堺町角塩竈町363番地 代表取締役 岡村充泰
株式会社ウエダ本社0000009704 341-4111 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂今井町１３８番地 代表取締役 瀧田圭一
上野電機株式会社0000001838 394-4951 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路貴船15番地8 代表取締役 井上眞智子
株式会社ウェルアップ0000019816 611-3555 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内
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京都府京都市上京区西堀川通丸太町下ル下堀川町154の1番地 代表取締役 北村利博
株式会社エーワン・テック0000003806 811-0191 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草下川原町125 下川原小堀マンション２１号 代表取締役 小山田國光
株式会社エスエス0000023332 606-1992 中小企業市内

京都府京都市南区東九条中御霊町53-4 Johnsonビル6F 代表取締役 小濱聖明
株式会社エスユーワークス0000022834 585-3688 中小企業市内

株式会社エフティーコーポレーシ 京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町5番地2 代表取締役 藤原彰
0000021254 693-7117 中小企業市内ョン

京都府京都市東山区今熊野池田町57-6 代表取締役 眞岩貞子
ＭＤＫクリエーション株式会社0000019780 532-0300 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町46番地の2 代表取締役 柴田一哉
株式会社おいかぜ0000014677 314-4367 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市南区久世大薮町270番地 代表取締役 大西裕介
株式会社大西電装0000019199 934-2624 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀内畑町七番地 代表取締役 岡崎満
岡崎電工株式会社0000001367 314-1158 中小企業市内

京都府京都市中京区富小路通錦小路上ル高宮町595番地 代表取締役 奥谷洋平
奥谷電機株式会社0000000862 221-1809 中小企業市内

京都府京都市右京区西院巽町40 代表取締役 谷内伸行
有限会社オフィスショップ・ヤチ0000023423 312-7297 中小企業市内

京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生土居ノ内町19-13 林千代子
officeやまと0000016784 311-9000 中小企業市内

京都府京都市中京区蛸薬師通高倉東入ル雁金町369番地 代表取締役 福田恒久
株式会社音響電化社0000009910 221-5443 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨中又町28番地 津知隆弘
加月電業0000009164 871-5527 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺北町33 金城弘樹
金城商会0000023197 311-1643 中小企業市内

京都府京都市北区紫野上門前町3番地 代表取締役 鎌田志須賀
株式会社鎌田電機0000012132 491-4981 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町７２番地の１ 代表取締役 鎌谷裕介
株式会社鎌電0000001306 313-1161 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津堤下町7番地 代表取締役 北川徳之
関空テクノ株式会社0000023701 863-5400 中小企業市内
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京都府京都市右京区梅津堤下町7番地 代表取締役 杉本誠
株式会社関西空調0000017965 863-5777 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京上合町102番地 北野喜久
きたのでんき0000009180 841-2957 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通松原下ル難波町412番地 代表取締役 木下喜隆
株式会社京榮商会0000001379 341-4151 中小企業市内

京都インターネットコミュニケー 京都府京都市右京区花園巽南町15 代表 森島啓一
0000009924 463-2350 中小企業市内ションオフィス ＳＹＡＲＡＫＵ

株式会社京都エー・ブイ・システ 京都府京都市下京区西七条南月読町45番地 代表取締役 米本和男
0000001415 321-4536 中小企業市内ム

京都府京都市南区上鳥羽菅田町39 代表取締役 倉本和幸
株式会社京都設備0000003026 661-1155 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 左京区吉田 二本松町無番地京都大学内 代表理事 國見伸行
京都大学生活協同組合0000019857 753-7640 中小企業市内

（専務理事 國見伸行）

京都府京都市下京区梅小路西中町36番地 代表取締役 森下眞理子
京都通信特機株式会社0000001420 321-6311 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通寺町東入ル榎木町80 代表取締役 河村泰三
京都電工株式会社0000000812 075-211-7321 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南河辺町３番地 代表理事 内藤克敏
京都府電気工事工業協同組合0000003314 692-1234 中小企業市内

京都府京都市伏見区石田大山町33の5 代表取締役 永木章裕
京放株式会社0000002415 573-3301 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草勧進橋町９２番地 代表取締役 奥田文夫
協和電気工業株式会社0000002939 642-1877 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町8丁目61番地 代表取締役 内林義治
近畿音響工業株式会社0000002874 641-2311 中小企業市内

京都府京都市東山区祇園町北側250番地 代表取締役 森田俊延
有限会社祇園のもりた0000010315 561-3675 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後町38番地 代表取締役社長 室園幹男
株式会社クリーンベンチャー２１0000020222 692-3211 中小企業市内

京都府京都市中京区堺町通御池下ル丸木材木町676番地 SHICATA HUIT BLDG6階 代表取締役 陸奥田裕一
ケイアイエスユー株式会社0000015372 253-6333 中小企業市内

京都府京都市山科区東野中井ノ上町19-18 代表取締役 長谷川治
有限会社京滋通信機器商会0000002460 581-7487 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

（京都府）京都府京都市西京区桂千代原町61-5 代表取締役 竹内博
株式会社桂電社0000023157 391-1277 中小企業市内 （取締役 竹内淳祐）

京都府京都市山科区勧修寺東出町28番地 代表取締役 植本宏志
京阪空調工業株式会社0000002414 573-3111 中小企業市内
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京都府京都市山科区御陵大津畑町37番地7 代表取締役 仲良二
株式会社ケルク電子システム0000017096 593-2103 中小企業市内

京都府京都市北区紫野石龍町23番地の11 代表取締役 小池高史
小池教材株式会社0000002133 492-1005 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院通寺の内下る古美濃部町185番地 代表取締役 山本昌史
株式会社宏栄山本0000001960 451-2222 中小企業市内

京都府京都市山科区東野百拍子町２５番地 代表取締役 佐竹不二郎
株式会社光陽電化センター0000014064 581-1369 中小企業市内

（京都府）京都府京都市伏見区竹田西段川原町40 代表取締役 山崎一男
コスモテック株式会社0000020044 643-7974 中小企業市内 （取締役 山崎孝治）

京都府京都市下京区四条通新町東入月鉾町62番地 住友生命京都ビル９階 代表取締役 三上明
株式会社コスモネット0000006955 075-212-6556 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市 下京区寺町五条上る西橋詰町771番地 代表取締役 小宮山俊朗
湖睦電機株式会社0000018681 341-9271 中小企業市内

京都府京都市上京区笹屋町千本西入笹屋四丁目273番3 代表取締役 木村厚文
コンピュータ・システム株式会社0000002022 462-5411 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内

京都府京都市山科区東野門口町37番地5 磯野貴子
サン商事0000022885 584-5055 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市中京区四条通大宮西入壬生坊城町25番地 代表取締役 田中大介
株式会社正美堂0000003947 075-841-4371 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄向田町33番地5-120 代表取締役社長 谷利嘉信
株式会社新映社0000001195 311-1951 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺北町30番地 代表取締役 奥村健次
新栄電気工業株式会社0000001275 312-6161 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町321番 代表取締役 大賀奈津子
株式会社シンコー0000009780 671-5733 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 第８長谷ビル９F 代表取締役 猪飼昭嗣
株式会社ゼロワン0000013082 344-0101 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町2番地 代表取締役 木原庸裕
双林株式会社0000003236 681-7748 中小企業市内
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京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市山科区東野中井ノ上町11番地の42 代表取締役 高橋英司
大成被服工業株式会社0000019543 591-8553 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町4番地 代表取締役 瀧麻由香
株式会社太洋堂0000008614 315-8910 中小企業市内

京都府京都市西京区松尾大利町18番地の1 代表取締役 高嶋徹
有限会社タカシマ書店0000009271 381-2739 中小企業市内

京都府京都市 下京区富小路通 高辻下る恵美須屋町175番地 代表取締役 高橋進
株式会社高橋電気0000001588 351-1000 中小企業市内

京都府京都市上京区七本松通今小路下ル末之口町４３７番地１１ 代表取締役 瀧葉良男
タキバ電機株式会社0000002059 463-8864 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707 烏丸シティ・コア1F 代表取締役 竹田登
株式会社竹田事務機0000012784 351-0132 中小企業市内

京都府京都市中京区丸太町通烏丸西入常真横町290番地の１ 代表取締役 竹田賢司
株式会社竹田謄写堂0000000927 222-1056 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨東半木町67-5 代表取締役 棚橋建介
株式会社棚橋商店0000010684 781-5181 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生東土居ノ内町30番地3 代表取締役 谷口實
株式会社谷口電設0000019899 205-3377 中小企業市内

京都府京都市下京区御幸町通四条下ル大寿町402 代表取締役 小浦芳生
株式会社タニヤマムセン0000009993 361-7456 中小企業市内

京都府京都市右京区花園扇野町37番地 代表取締役 森本光月
株式会社大興設備開発0000003803 803-0507 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町31番地の7 代表取締役 大郷忠明
有限会社大明電業0000012131 872-7611 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 右京区西院 久保田町18番地 代表取締役社長 公文雅人
大和無線電器株式会社0000019565 311-4707 大企業市内 （販売推進責任者 松井基泰）

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 代表取締役 馬場重信
中信リース＆カード株式会社0000021764 255-5573 中小企業市内
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京都府京都市伏見区東大手町781番地 代表取締役 土田信行
株式会社ツチダ0000011022 622-2233 中小企業市内

京都府京都市伏見区日野谷寺町13番地2 代表取締役 宮元剛
株式会社Ｔ-ＴＥＣ．0000021617 574-7976 中小企業市内

京都府京都市上京区六軒町通元誓願寺上ル玉屋町226番地3 代表取締役 木村法由
テクノシステム株式会社0000018249 465-3103 中小企業市内

京都府京都市南区東九条西岩本町10-2 イリアスオフィス2階 代表理事 上田雄太
一般社団法人ＤＰＣＡ0000021562 606-6865 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京東中合町81番地 代表取締役社長 林真志
株式会社デリブ0000003834 811-7181 中小企業市内

株式会社でんきの大京チェーン本 京都府京都市下京区西七条北西野町38番地の4 代表取締役 花村明夫
0000001344 313-7136 中小企業市内店

有限会社電気の店なかじま寺ノ内 京都府京都市北区紫野中柏野町21番地 代表取締役 中嶌重男
0000019882 462-7123 中小企業市内店

京都府京都市下京区東洞院通四条下ル 代表取締役社長 渡辺康人
株式会社トーセ0000022230 342-2525 大企業市内

京都府京都市中京区西洞院通四条上る蟷螂山町481 京染会館3Ｆ 代表取締役 渡邊健司
東京移動通信株式会社0000022308 254-3370 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽山等地２０番地 代表取締役 近藤哲也
東洋電工株式会社0000002534 592-6200 中小企業市内

京都府京都市南区東九条河西町15 代表取締役 豊原博詩
株式会社豊原電気土木0000003094 662-5555 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀正会町1番地1 代表取締役 和本賢一
株式会社ドラマ0000022643 585-5352 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町52-5 代表取締役 大賀奈津子
株式会社奈央システム0000021995 693-9090 中小企業市内

京都府京都市左京区仁王門通新東洞院東入新東洞院町284 中井和夫
中井住宅設備0000010009 761-0379 中小企業市内

京都府京都市下京区万寿寺通高倉東入官社殿町189番地 代表取締役 小吹修三
株式会社中川商店0000001599 351-2683 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町32番地の18 取締役 中川俊也
中川電機有限会社0000007237 871-1027 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂三ノ宮町15番地 代表取締役 中嶌達治
中島電化販売株式会社0000009585 391-4554 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽八王神町232番地 代表取締役 仲田博
有限会社仲田電工0000003312 691-9905 中小企業市内

京都府京都市右京区京北下中町赤田2番地の7 代表取締役 永岡昭
有限会社永岡電機0000011728 854-0829 中小企業市内
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京都府京都市上京区浄福寺通丸太町下ル主税町1123番地 取締役 仁木博敏
有限会社仁木電工0000009588 821-0906 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津堤下町６番地 代表取締役 西田博一
株式会社西田電機商会0000007109 881-0487 中小企業市内

京都府京都市左京区高野泉町11番地の146 代表取締役 西勇太
有限会社西デンキ0000010444 711-2676 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽角田町32番地 代表取締役 藏岡仁史
ニシムラ株式会社0000008147 681-2331 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生馬場町15番地の5 代表取締役 西村太嗣
株式会社 西村新0000003928 841-2106 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草稲荷榎木橋町24番地 代表取締役 西村健
有限会社西村電気0000007242 641-2288 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦蜂岡町10-127 代表 濱田智之
ハマダ電設0000022659 882-8185 中小企業市内

京都府京都市 下京区朱雀 分木町市有地 社長 林憲司
林金物店0000017369 311-7069 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨松ノ木町63番地 代表取締役 林信彦
有限会社林屋電気商会0000010696 781-0967 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極堤町４３番地の１３ 代表取締役 田中繁信
株式会社ハンシン電気0000001418 321-5473 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町6番地 代表取締役 小林道治
バスコム株式会社0000007251 606-1236 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂岡本口町６３ 代表取締役 横田篤
株式会社ヒカリ無線0000015307 721-8106 中小企業市内

京都府京都市西京区下津林中島町1番地の352 代表取締役 人見剛生
人見電機株式会社0000001814 392-1855 中小企業市内

京都府京都市上京区千本通二条下ル聚楽町858番地 二条聚楽町アーバンコンフォート305 代表者 日比正幸
日比電設0000021320 821-0112 中小企業市内 号

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生西桧町20 代表取締役 平尾彰浩
株式会社平尾電機工業所0000001320 313-2374 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通松屋町下る鏡石町32番地 代表取締役 古市洋二
ひらくと株式会社0000021982 366-3867 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦安井柳通町20番地 代表取締役 平田彰
株式会社平田電気商会0000011710 811-1534 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山中臣町26番地の64 代表取締役 平田 守
平田電設工事株式会社0000002422 595-9211 中小企業市内

京都府京都市西京区樫原中垣外4番地の4 代表取締役 中嶌裕史
有限会社ヒロシ電化0000004653 075-393-1900 中小企業市内
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京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽南柳長町９５番地 代表取締役 近藤峰治
株式会社フジクール0000004671 612-6222 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草藤森町37番地 大嶽佳雄
藤の森 みのや0000002905 641-5822 中小企業市内

京都府京都市上京区今出川通 六軒町西入西上善寺町184 代表取締役 羽田祐治
有限会社フジムセン0000021815 462-1827 中小企業市内

京都府京都市東山区本町通七条下る本町６丁目12番地 代表取締役 菅原樅一
扶桑電機株式会社0000002314 561-9171 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田神楽岡町56 代表取締役 石本ノリエ
株式会社文教0000003565 761-8100 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市北区小山北上総町29番地 代表取締役 山本直樹
北陵電工株式会社0000002179 495-8881 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂東上之段町36番地1 代表者 堀井進
堀井電器店0000021945 275-3019 中小企業市内

京都府京都市北区西賀茂中川上町84番地 ラフォーレダイゴＤ棟202号 代表社員 長田和明
合同会社マーケティング京都0000023241 080-6760-7561 中小企業市内

京都府京都市中京区富小路通姉小路西入菊屋町570 代表取締役 村井信介
マインドシステム株式会社0000009637 252-8446 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 代表取締役 戸島耕二
株式会社増田医科器械0000005357 623-7111 中小企業市内

京都府京都市北区鞍馬口通室町東入小山町221 代表取締役 松浦 秀樹
株式会社松浦電気商会0000001893 431-8155 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽尻切町15-4 代表取締役 松尾吉起
株式会社マツオ0000003065 661-5200 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内中町6番地 代表取締役 松本博伸
株式会社松本事務光機0000001312 313-1618 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田三ツ杭町68番地 代表取締役 山田高幸
株式会社マハタギ電気商会0000002881 641-2942 中小企業市内

京都府京都市伏見区日野西風呂町52番地11 石曽根守秀
マルイシデンキ0000002393 572-6440 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院向田西町11番地 代表取締役 眞鍋雄一郎
株式会社マルナカ0000023184 313-9114 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西内畑町19番地 代表取締役 井上智之
株式会社三井田商事0000002810 622-6611 中小企業市内
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京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

京都府京都市伏見区下板橋町579番地 代表取締役 大嶽幸夫
株式会社みのや0000002729 612-1800 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京銅駝町48番地 ABOX121 代表取締役 新宮三智夫
株式会社ムツミ0000013803 822-1270 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町四丁目５５番地 代表取締役 神谷秀男
ムツミ商事株式会社0000005899 642-1555 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉長谷町28-10 代表 村田省三
村田電気工事0000003382 711-8050 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8-442 代表取締役 物加波雅夫
株式会社物加波電設0000020413 205-2331 中小企業市内

京都府京都市伏見区三栖向町765番地 代表取締役 森田晋矢
有限会社森田電設0000002773 621-7293 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内北町72番地 代表取締役社長 八木正利
八木株式会社0000009662 313-1239 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山百々町222 代表取締役 桃井剛
八代洗機株式会社0000010535 592-5555 中小企業市内

京都府京都市南区四ツ塚町22番地 代表取締役 山田一馬
有限会社山田屋商店0000009391 691-4881 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽乙出町1番地 代表取締役 山中敏裕
有限会社山中電気0000004664 581-2023 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町222番地 代表取締役 山村隆
株式会社ヤマムラ0000020205 622-2855 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山町正宗30番地の6･31番地の1合地 代表取締役 吉本上
ヨシモトプロテック株式会社0000020175 603-6123 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南苗代町5番地の1 代表取締役 新井成柱
株式会社ラ・テール0000010557 681-3431 中小企業市内

株式会社令和テックコーポレーシ 京都府京都市山科区椥辻平田町150 代表取締役 木倉康博
0000016263 204-4880 中小企業市内ョン

京都府京都市右京区西京極東衣手町５５番地の１ 代表取締役 両角明広
有限会社和光電気工事0000001221 311-5300 中小企業市内

京都府京都市北区紫野下門前町63 代表取締役 土山千三
株式会社ワットムセン0000009872 492-4666 中小企業市内
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京都府京都市伏見区横大路千両松町8番地1 代表取締役 豊田南星
有限会社アイデン0000016561 200-3300 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西内畑町3番地 代表取締役社長 芝原統
株式会社アヴニール0000004301 602-2098 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の188 代表取締役 浅野裕一
アサノ電気工事株式会社0000020264 312-0033 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市右京区京北下中町経田7-4 代表取締役 大栢喜久夫
有限会社いそべ電気0000011725 854-0536 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通高辻上る万里小路町１７８番地 代表取締役 市川和男
市川電気工業株式会社0000001610 351-3992 中小企業市内

京都府京都市下京区新町通七条上ル辰巳町756番地 取締役 伊藤要
有限会社いとう0000001739 075-371-6741 中小企業市内

京都府京都市 下京区綾小路通 東洞院東入ル神明町274番地1 代表取締役 今井敬介
株式会社今井金庫0000019244 361-9186 中小企業市内

有限会社イマイ・メディカル・ケ 京都府京都市左京区岩倉長谷町470番地 代表取締役 今井敦子
0000020480 721-9002 中小企業市内ア

京都府京都市下京区西七条西久保町3番地 石角嘉徳
イワタヤ0000009132 313-4248 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町8丁目57番地の1 代表取締役 竹岡誠
ウエダ事務機サービス株式会社0000009898 641-8787 中小企業市内

京都府京都市伏見区納所北城堀3の5 代表取締役社長 植田司郎
株式会社植田電機0000002823 631-1112 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通堺町角塩竈町363番地 代表取締役 岡村充泰
株式会社ウエダ本社0000009704 341-4111 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草下川原町125 下川原小堀マンション２１号 代表取締役 小山田國光
株式会社エスエス0000023332 606-1992 中小企業市内

京都府京都市南区東九条中御霊町53-4 Johnsonビル6F 代表取締役 小濱聖明
株式会社エスユーワークス0000022834 585-3688 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル４階 代表取締役 市村徹
株式会社エソール0000023215 823-0510 中小企業市内

京都府京都市東山区今熊野池田町57-6 代表取締役 眞岩貞子
ＭＤＫクリエーション株式会社0000019780 532-0300 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町46番地の2 代表取締役 柴田一哉
株式会社おいかぜ0000014677 314-4367 中小企業市内
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京都府京都市 下京区綾小路通 寺町西入足袋屋町332番地の1 代表取締役 大島博司
大島テープ株式会社0000018079 361-3101 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町1番地 代表取締役 大谷貴彦
株式会社大谷金庫本店0000001698 361-9361 中小企業市内

京都府京都市南区久世大薮町270番地 代表取締役 大西裕介
株式会社大西電装0000019199 934-2624 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町東丁田10-3 代表取締役 植田康嗣
株式会社オフィス京北0000011730 075-852-1410 中小企業市内

京都府京都市右京区西院巽町40 代表取締役 谷内伸行
有限会社オフィスショップ・ヤチ0000023423 312-7297 中小企業市内

京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生土居ノ内町19-13 林千代子
officeやまと0000016784 311-9000 中小企業市内

京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町217番地 代表取締役 垣見秀彦
株式会社垣見汲古堂0000000872 075-221-3051 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市北区紫野上門前町3番地 代表取締役 鎌田志須賀
株式会社鎌田電機0000012132 491-4981 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町７２番地の１ 代表取締役 鎌谷裕介
株式会社鎌電0000001306 313-1161 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京上合町102番地 北野喜久
きたのでんき0000009180 841-2957 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草野手町28番地 望月州子
木村鍵製作所0000014581 641-8600 中小企業市内

京都府京都市東山区渋谷通大和大路東入ル下新シ町350番地 代表取締役 森島聖夫
株式会社教育研究所0000008445 561-9121 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通松原下ル難波町412番地 代表取締役 木下喜隆
株式会社京榮商会0000001379 341-4151 中小企業市内

京セラコミュニケーションシステ 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 代表取締役社長 黒瀬善仁
0000017501 623-0311 大企業市内ム株式会社

京都府京都市山科区音羽八ノ坪10番地36 代表取締役 早藤清隆
有限会社京都アクト0000009734 592-7478 中小企業市内

京都インターネットコミュニケー 京都府京都市右京区花園巽南町15 代表 森島啓一
0000009924 463-2350 中小企業市内ションオフィス ＳＹＡＲＡＫＵ

（京都府）京都府京都市 左京区吉田 二本松町無番地京都大学内 代表理事 國見伸行
京都大学生活協同組合0000019857 753-7640 中小企業市内 （専務理事 國見伸行）
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京都府京都市中京区二条通寺町東入ル榎木町80 代表取締役 河村泰三
京都電工株式会社0000000812 075-211-7321 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺柴山15番地の36 高木利隆
京都パルコ販売0000002569 593-9472 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南河辺町３番地 代表理事 内藤克敏
京都府電気工事工業協同組合0000003314 692-1234 中小企業市内

京都府京都市伏見区石田大山町33の5 代表取締役 永木章裕
京放株式会社0000002415 573-3301 中小企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院池田町8番地 代表取締役 西田繁夫
株式会社共和0000011703 681-2506 中小企業市内 （所長 三浦康利）

京都府京都市山科区東野中井ノ上町1番地21 代表取締役 團良幸
近畿オービス株式会社0000014029 591-4425 中小企業市内

京都府京都市中京区室町通御池下る円福寺町338 樋口・進和ビル5階 代表取締役 小谷達雄
株式会社近畿リサーチセンター0000018711 211-2256 中小企業市内

京都府京都市東山区祇園町北側250番地 代表取締役 森田俊延
有限会社祇園のもりた0000010315 561-3675 中小企業市内

京都府京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前町64番地 代表者 熊田隆史
クマダ0000003573 771-0245 中小企業市内

京都府京都市中京区堺町通御池下ル丸木材木町676番地 SHICATA HUIT BLDG6階 代表取締役 陸奥田裕一
ケイアイエスユー株式会社0000015372 253-6333 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 下京区中堂寺壬生川町20番地2 代表取締役社長 小野隆夫
ＫＳＲ株式会社0000021333 842-1555 中小企業市内 （管理部 岡島伸治）

京都府京都市山科区東野中井ノ上町19-18 代表取締役 長谷川治
有限会社京滋通信機器商会0000002460 581-7487 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

（京都府）京都府京都市西京区桂千代原町61-5 代表取締役 竹内博
株式会社桂電社0000023157 391-1277 中小企業市内

（取締役 竹内淳祐）

京都府京都市上京区智恵光院通寺の内下る古美濃部町185番地 代表取締役 山本昌史
株式会社宏栄山本0000001960 451-2222 中小企業市内

京都府京都市中京区錦小路通烏丸西入占出山町311番地 代表取締役 太田稔
株式会社コギト0000022856 231-8767 中小企業市内

（京都府）京都府京都市伏見区竹田西段川原町40 代表取締役 山崎一男
コスモテック株式会社0000020044 643-7974 中小企業市内 （取締役 山崎孝治）

京都府京都市下京区四条通新町東入月鉾町62番地 住友生命京都ビル９階 代表取締役 三上明
株式会社コスモネット0000006955 075-212-6556 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町４５番地 アイビー・ビル３階 代表取締役 平中浩貴
こどーもーしょん株式会社0000023372 644-7010 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内
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京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町538 ヤサカ烏丸御池ビル3F 代表取締役 今井尊史
株式会社コンパス0000019574 257-1551 中小企業市内

京都府京都市上京区笹屋町千本西入笹屋四丁目273番3 代表取締役 木村厚文
コンピュータ・システム株式会社0000002022 462-5411 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市南区東九条上御霊町5 代表取締役 笹原完弘
株式会社笹原文化堂0000018271 671-0123 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院中島町35番地 代表取締役 森昌哉
三光機工株式会社0000003197 681-2771 中小企業市内

京都府京都市下京区堺町通高辻下る夕顔町480番地 代表取締役 鳥居宏行
株式会社三光商事0000001559 075-343-1234 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町603番地 代表取締役 藤田雅己
株式会社システムディ0000010374 256-7777 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市中京区四条通大宮西入壬生坊城町25番地 代表取締役 田中大介
株式会社正美堂0000003947 075-841-4371 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄向田町33番地5-120 代表取締役社長 谷利嘉信
株式会社新映社0000001195 311-1951 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 第８長谷ビル９F 代表取締役 猪飼昭嗣
株式会社ゼロワン0000013082 344-0101 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町2番地 代表取締役 木原庸裕
双林株式会社0000003236 681-7748 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市西京区松尾大利町18番地の1 代表取締役 高嶋徹
有限会社タカシマ書店0000009271 381-2739 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707 烏丸シティ・コア1F 代表取締役 竹田登
株式会社竹田事務機0000012784 351-0132 中小企業市内
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京都府京都市中京区丸太町通烏丸西入常真横町290番地の１ 代表取締役 竹田賢司
株式会社竹田謄写堂0000000927 222-1056 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨東半木町67-5 代表取締役 棚橋建介
株式会社棚橋商店0000010684 781-5181 中小企業市内

京都府京都市下京区御幸町通四条下ル大寿町402 代表取締役 小浦芳生
株式会社タニヤマムセン0000009993 361-7456 中小企業市内

京都府京都市右京区西院平町拾番地 代表取締役 井上雅文
株式会社大黒商会0000008094 311-3320 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町31番地の7 代表取締役 大郷忠明
有限会社大明電業0000012131 872-7611 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院池ノ内町83番地 代表取締役 栩谷泰輝
大和電設工業株式会社0000003151 672-3311 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 右京区西院 久保田町18番地 代表取締役社長 公文雅人
大和無線電器株式会社0000019565 311-4707 大企業市内

（販売推進責任者 松井基泰）

京都府京都市右京区嵯峨明星町5番地24 代表取締役 内田税雄
株式会社中央精器0000004059 871-8400 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 代表取締役 馬場重信
中信リース＆カード株式会社0000021764 255-5573 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町74番地 代表取締役 島嘉秀
株式会社長角堂0000003682 781-6681 中小企業市内

京都府京都市伏見区東大手町781番地 代表取締役 土田信行
株式会社ツチダ0000011022 622-2233 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉西五田町3番地 代表取締役 古市義人
ティプス株式会社0000023549 705-2302 中小企業市内

京都府京都市上京区六軒町通元誓願寺上ル玉屋町226番地3 代表取締役 木村法由
テクノシステム株式会社0000018249 465-3103 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨天龍寺車道町1番地 代表取締役 中村芳裕
株式会社天龍堂0000010425 871-0235 中小企業市内

有限会社電気の店なかじま寺ノ内 京都府京都市北区紫野中柏野町21番地 代表取締役 中嶌重男
0000019882 462-7123 中小企業市内店

京都府京都市下京区東洞院通四条下ル 代表取締役社長 渡辺康人
株式会社トーセ0000022230 342-2525 大企業市内

京都府京都市山科区音羽山等地２０番地 代表取締役 近藤哲也
東洋電工株式会社0000002534 592-6200 中小企業市内

京都府京都市南区東九条河西町15 代表取締役 豊原博詩
株式会社豊原電気土木0000003094 662-5555 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内
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京都府京都市下京区朱雀正会町1番地1 代表取締役 和本賢一
株式会社ドラマ0000022643 585-5352 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽八王神町232番地 代表取締役 仲田博
有限会社仲田電工0000003312 691-9905 中小企業市内

京都府京都市上京区浄福寺通丸太町下ル主税町1123番地 取締役 仁木博敏
有限会社仁木電工0000009588 821-0906 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津堤下町６番地 代表取締役 西田博一
株式会社西田電機商会0000007109 881-0487 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生馬場町15番地の5 代表取締役 西村太嗣
株式会社 西村新0000003928 841-2106 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂岡本口町６３ 代表取締役 横田篤
株式会社ヒカリ無線0000015307 721-8106 中小企業市内

京都府京都市西京区下津林中島町1番地の352 代表取締役 人見剛生
人見電機株式会社0000001814 392-1855 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生西桧町20 代表取締役 平尾彰浩
株式会社平尾電機工業所0000001320 313-2374 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦安井柳通町20番地 代表取締役 平田彰
株式会社平田電気商会0000011710 811-1534 中小企業市内

京都府京都市伏見区本材木町668-3 月桂冠酒造オフィス1・2号室 理事長 増田徳兵衛
特定非営利活動法人伏見観光協会0000022672 622-8758 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽南柳長町９５番地 代表取締役 近藤峰治
株式会社フジクール0000004671 612-6222 中小企業市内

京都府京都市下京区東塩小路町606番地 三旺京都駅前ビル７階 代表取締役 高井茂行
株式会社Ｆｕｊｉｔａｋａ0000021464 371-9900 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草藤森町37番地 大嶽佳雄
藤の森 みのや0000002905 641-5822 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田神楽岡町56 代表取締役 石本ノリエ
株式会社文教0000003565 761-8100 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町30 代表取締役 木本和秀
平安キヤノン事務機株式会社0000003196 681-2591 中小企業市内

京都府京都市 中京区間之町通 御池上ル高田町503番地 花柳ビル1F 代表取締役 北川清和
株式会社平安光業0000000976 231-1177 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂東上之段町36番地1 代表者 堀井進
堀井電器店0000021945 275-3019 中小企業市内
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京都府京都市中京区富小路通姉小路西入菊屋町570 代表取締役 村井信介
マインドシステム株式会社0000009637 252-8446 中小企業市内

京都府京都市北区鞍馬口通室町東入小山町221 代表取締役 松浦 秀樹
株式会社松浦電気商会0000001893 431-8155 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽尻切町15-4 代表取締役 松尾吉起
株式会社マツオ0000003065 661-5200 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内中町6番地 代表取締役 松本博伸
株式会社松本事務光機0000001312 313-1618 中小企業市内

京都府京都市伏見区日野西風呂町52番地11 石曽根守秀
マルイシデンキ0000002393 572-6440 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西内畑町19番地 代表取締役 井上智之
株式会社三井田商事0000002810 622-6611 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

京都府京都市伏見区下板橋町579番地 代表取締役 大嶽幸夫
株式会社みのや0000002729 612-1800 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極南庄境町39番地 代表取締役 村上真一
村上紙業株式会社0000001267 312-4551 中小企業市内

京都府京都市伏見区伯耆町2番地 代表取締役 村上好夫
ムラカミビジネス株式会社0000013071 611-1464 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8-442 代表取締役 物加波雅夫
株式会社物加波電設0000020413 205-2331 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1 代表取締役 森本裕康
株式会社森本八十八商店0000001236 311-8231 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内北町72番地 代表取締役社長 八木正利
八木株式会社0000009662 313-1239 中小企業市内

京都府京都市南区四ツ塚町22番地 代表取締役 山田一馬
有限会社山田屋商店0000009391 691-4881 中小企業市内

京都府京都市上京区千本通中立売上る玉屋町37番地 代表取締役 山本剛
株式会社やまもと0000010542 432-0141 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹上本町40 代表取締役 湯谷好貴
有限会社湯谷文昌堂0000002142 492-2821 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南苗代町5番地の1 代表取締役 新井成柱
株式会社ラ・テール0000010557 681-3431 中小企業市内

株式会社令和テックコーポレーシ 京都府京都市山科区椥辻平田町150 代表取締役 木倉康博
0000016263 204-4880 中小企業市内ョン

京都府京都市下京区中堂寺坊城町65番地 代表取締役 中西義彦
株式会社ロジ・グレス0000001269 813-5911 中小企業市内

ワールドビジネスセンター株式会 京都府京都市南区西九条東御幸田町25番2 代表取締役 谷口孝重
0000008263 662-1200 中小企業市内社
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京都府京都市伏見区横大路千両松町8番地1 代表取締役 豊田南星
有限会社アイデン0000016561 200-3300 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の188 代表取締役 浅野裕一
アサノ電気工事株式会社0000020264 312-0033 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市右京区京北下中町経田7-4 代表取締役 大栢喜久夫
有限会社いそべ電気0000011725 854-0536 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通高辻上る万里小路町１７８番地 代表取締役 市川和男
市川電気工業株式会社0000001610 351-3992 中小企業市内

京都府京都市上京区大宮通寺之内上ル三丁目筋違橋町551番地の1 代表取締役 今西宏樹
株式会社イヅミ消火器0000001848 414-0432 中小企業市内

京都府京都市下京区新町通七条上ル辰巳町756番地 取締役 伊藤要
有限会社いとう0000001739 075-371-6741 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西久保町3番地 石角嘉徳
イワタヤ0000009132 313-4248 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町8丁目57番地の1 代表取締役 竹岡誠
ウエダ事務機サービス株式会社0000009898 641-8787 中小企業市内

京都府京都市伏見区納所北城堀3の5 代表取締役社長 植田司郎
株式会社植田電機0000002823 631-1112 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通堺町角塩竈町363番地 代表取締役 岡村充泰
株式会社ウエダ本社0000009704 341-4111 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草下川原町125 下川原小堀マンション２１号 代表取締役 小山田國光
株式会社エスエス0000023332 606-1992 中小企業市内

京都府京都市下京区傘鉾町58-1 タイガービル1F 代表取締役 坂田敏博
株式会社SKTソリューションズ0000022860 746-5124 中小企業市内

京都府京都市南区東九条中御霊町53-4 Johnsonビル6F 代表取締役 小濱聖明
株式会社エスユーワークス0000022834 585-3688 中小企業市内

京都府京都市東山区今熊野池田町57-6 代表取締役 眞岩貞子
ＭＤＫクリエーション株式会社0000019780 532-0300 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町46番地の2 代表取締役 柴田一哉
株式会社おいかぜ0000014677 314-4367 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市南区久世大薮町270番地 代表取締役 大西裕介
株式会社大西電装0000019199 934-2624 中小企業市内
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京都府京都市中京区富小路通錦小路上ル高宮町595番地 代表取締役 奥谷洋平
奥谷電機株式会社0000000862 221-1809 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町東丁田10-3 代表取締役 植田康嗣
株式会社オフィス京北0000011730 075-852-1410 中小企業市内

京都府京都市右京区西院巽町40 代表取締役 谷内伸行
有限会社オフィスショップ・ヤチ0000023423 312-7297 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生土居ノ内町19-13 林千代子
officeやまと0000016784 311-9000 中小企業市内

京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町217番地 代表取締役 垣見秀彦
株式会社垣見汲古堂0000000872 075-221-3051 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市北区紫野上門前町3番地 代表取締役 鎌田志須賀
株式会社鎌田電機0000012132 491-4981 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町７２番地の１ 代表取締役 鎌谷裕介
株式会社鎌電0000001306 313-1161 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84番地 代表取締役 品川武志
環境計測株式会社0000002965 643-0341 大企業市内

京都府京都市下京区河原町通松原下ル難波町412番地 代表取締役 木下喜隆
株式会社京榮商会0000001379 341-4151 中小企業市内

京都府京都市南区東九条烏丸町5番地2 代表取締役 岡田敬三
株式会社京信システムサービス0000008244 757-8080 中小企業市内

京セラコミュニケーションシステ 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 代表取締役社長 黒瀬善仁
0000017501 623-0311 大企業市内ム株式会社

京都府京都市伏見区丹後町715番地 代表取締役 吉永豊一
株式会社京都イングス0000007762 632-8510 中小企業市内

京都インターネットコミュニケー 京都府京都市右京区花園巽南町15 代表 森島啓一
0000009924 463-2350 中小企業市内ションオフィス ＳＹＡＲＡＫＵ

株式会社京都エー・ブイ・システ 京都府京都市下京区西七条南月読町45番地 代表取締役 米本和男
0000001415 321-4536 中小企業市内ム

京都府京都市下京区中堂寺南町134番地 理事長 西本清一
公益財団法人京都高度技術研究所0000012804 315-3625 中小企業市内

公益社団法人京都市シルバー人材 京都府京都市中京区西ノ京東中合町2番地 理事長 松本建次
0000003871 821-2013 中小企業市内センター

京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパークスタジオ棟 取締役所長 福竹康志
有限会社京都情報化支援事務所0000017129 325-4314 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 左京区吉田 二本松町無番地京都大学内 代表理事 國見伸行
京都大学生活協同組合0000019857 753-7640 中小企業市内 （専務理事 國見伸行）

京都府京都市下京区梅小路西中町36番地 代表取締役 森下眞理子
京都通信特機株式会社0000001420 321-6311 中小企業市内
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京都府京都市右京区西院六反田町53 代表取締役 神舎佳代子
京都電業株式会社0000008156 311-1500 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通寺町東入ル榎木町80 代表取締役 河村泰三
京都電工株式会社0000000812 075-211-7321 中小企業市内

京都府京都市下京区木津屋橋通新町西入東塩小路町601番地 ＮＵＰビルディング京都駅 代表取締役社長 森口健吾
京都電子計算株式会社0000008220 241-5552 中小企業市内 前

京都府京都市南区東九条南河辺町３番地 代表理事 内藤克敏
京都府電気工事工業協同組合0000003314 692-1234 中小企業市内

京都府京都市伏見区石田大山町33の5 代表取締役 永木章裕
京放株式会社0000002415 573-3301 中小企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院池田町8番地 代表取締役 西田繁夫
株式会社共和0000011703 681-2506 中小企業市内 （所長 三浦康利）

京都府京都市伏見区深草西浦町8丁目61番地 代表取締役 内林義治
近畿音響工業株式会社0000002874 641-2311 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町680番地 代表取締役 弓場昌治
近畿都市整備株式会社0000019620 361-7950 中小企業市内

京都府京都市中京区室町通御池下る円福寺町338 樋口・進和ビル5階 代表取締役 小谷達雄
株式会社近畿リサーチセンター0000018711 211-2256 中小企業市内

株式会社ケーケーシー情報システ 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 代表取締役社長 松下直弘
0000008323 465-6700 中小企業市内ム

京都府京都市中京区堺町通御池下ル丸木材木町676番地 SHICATA HUIT BLDG6階 代表取締役 陸奥田裕一
ケイアイエスユー株式会社0000015372 253-6333 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 下京区中堂寺壬生川町20番地2 代表取締役社長 小野隆夫
ＫＳＲ株式会社0000021333 842-1555 中小企業市内 （管理部 岡島伸治）

京都府京都市山科区東野中井ノ上町19-18 代表取締役 長谷川治
有限会社京滋通信機器商会0000002460 581-7487 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

（京都府）京都府京都市西京区桂千代原町61-5 代表取締役 竹内博
株式会社桂電社0000023157 391-1277 中小企業市内 （取締役 竹内淳祐）

京都府京都市中京区錦小路通烏丸西入占出山町311番地 代表取締役 太田稔
株式会社コギト0000022856 231-8767 中小企業市内

（京都府）京都府京都市伏見区竹田西段川原町40 代表取締役 山崎一男
コスモテック株式会社0000020044 643-7974 中小企業市内 （取締役 山崎孝治）

京都府京都市下京区四条通新町東入月鉾町62番地 住友生命京都ビル９階 代表取締役 三上明
株式会社コスモネット0000006955 075-212-6556 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町４５番地 アイビー・ビル３階 代表取締役 平中浩貴
こどーもーしょん株式会社0000023372 644-7010 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内
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京都府京都市 下京区寺町五条上る西橋詰町771番地 代表取締役 小宮山俊朗
湖睦電機株式会社0000018681 341-9271 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町538 ヤサカ烏丸御池ビル3F 代表取締役 今井尊史
株式会社コンパス0000019574 257-1551 中小企業市内

京都府京都市上京区笹屋町千本西入笹屋四丁目273番3 代表取締役 木村厚文
コンピュータ・システム株式会社0000002022 462-5411 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺南町134番地 代表取締役 島田幸廣
株式会社ゴビ0000010585 315-3621 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市南区東九条上御霊町5 代表取締役 笹原完弘
株式会社笹原文化堂0000018271 671-0123 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内

京都府京都市下京区堺町通高辻下る夕顔町480番地 代表取締役 鳥居宏行
株式会社三光商事0000001559 075-343-1234 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町603番地 代表取締役 藤田雅己
株式会社システムディ0000010374 256-7777 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市中京区四条通大宮西入壬生坊城町25番地 代表取締役 田中大介
株式会社正美堂0000003947 075-841-4371 中小企業市内

京都府京都市南区西九条菅田町3番地1 代表取締役 藤井正
晶和電気工業株式会社0000003075 661-7048 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄向田町33番地5-120 代表取締役社長 谷利嘉信
株式会社新映社0000001195 311-1951 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパークサイエンスセンタービル4 代表取締役 織田明俊
株式会社スマートテクノロジーズ0000007214 315-9173 中小企業市内 号館

京都府京都市上京区烏丸通下立売上る桜鶴円町374番地 シーシーエスビル3階 代表取締役 片山茂
株式会社スリーエース0000013113 432-5610 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680 インターワンプレイス烏丸2 3階 代表取締役 福薗一幸
星和テクノロジー株式会社0000001438 075-344-9191 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 第８長谷ビル９F 代表取締役 猪飼昭嗣
株式会社ゼロワン0000013082 344-0101 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町2番地 代表取締役 木原庸裕
双林株式会社0000003236 681-7748 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内
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京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町4番地 代表取締役 瀧麻由香
株式会社太洋堂0000008614 315-8910 中小企業市内

京都府京都市西京区松尾大利町18番地の1 代表取締役 高嶋徹
有限会社タカシマ書店0000009271 381-2739 中小企業市内

京都府京都市上京区七本松通今小路下ル末之口町４３７番地１１ 代表取締役 瀧葉良男
タキバ電機株式会社0000002059 463-8864 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707 烏丸シティ・コア1F 代表取締役 竹田登
株式会社竹田事務機0000012784 351-0132 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極豆田町29 取締役社長 小倉勇
株式会社たけびし0000005307 325-2111 大企業市内

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨東半木町67-5 代表取締役 棚橋建介
株式会社棚橋商店0000010684 781-5181 中小企業市内

京都府京都市下京区御幸町通四条下ル大寿町402 代表取締役 小浦芳生
株式会社タニヤマムセン0000009993 361-7456 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町31番地の7 代表取締役 大郷忠明
有限会社大明電業0000012131 872-7611 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院池ノ内町83番地 代表取締役 栩谷泰輝
大和電設工業株式会社0000003151 672-3311 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 右京区西院 久保田町18番地 代表取締役社長 公文雅人
大和無線電器株式会社0000019565 311-4707 大企業市内 （販売推進責任者 松井基泰）

京都府京都市右京区嵯峨明星町5番地24 代表取締役 内田税雄
株式会社中央精器0000004059 871-8400 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 代表取締役 馬場重信
中信リース＆カード株式会社0000021764 255-5573 中小企業市内

京都府京都市伏見区東大手町781番地 代表取締役 土田信行
株式会社ツチダ0000011022 622-2233 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉西五田町3番地 代表取締役 古市義人
ティプス株式会社0000023549 705-2302 中小企業市内

京都府京都市上京区六軒町通元誓願寺上ル玉屋町226番地3 代表取締役 木村法由
テクノシステム株式会社0000018249 465-3103 中小企業市内
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京都府京都市中京区新町通錦小路下る小結棚町444 代表取締役社長 長崎一則
株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴ0000008787 231-5488 中小企業市内

株式会社でんきの大京チェーン本 京都府京都市下京区西七条北西野町38番地の4 代表取締役 花村明夫
0000001344 313-7136 中小企業市内店

有限会社電気の店なかじま寺ノ内 京都府京都市北区紫野中柏野町21番地 代表取締役 中嶌重男
0000019882 462-7123 中小企業市内店

京都府京都市下京区東洞院通四条下ル 代表取締役社長 渡辺康人
株式会社トーセ0000022230 342-2525 大企業市内

京都府京都市下京区中堂寺坊城町28番地の1 代表取締役 伊達知正
東邦電気工業株式会社0000003816 811-3131 中小企業市内

京都府京都市山科区東野八反畑町21番地 代表取締役 三田村昌人
株式会社東洋0000002486 591-5111 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽山等地２０番地 代表取締役 近藤哲也
東洋電工株式会社0000002534 592-6200 中小企業市内

京都府京都市南区東九条河西町15 代表取締役 豊原博詩
株式会社豊原電気土木0000003094 662-5555 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀正会町1番地1 代表取締役 和本賢一
株式会社ドラマ0000022643 585-5352 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽八王神町232番地 代表取締役 仲田博
有限会社仲田電工0000003312 691-9905 中小企業市内

京都府京都市上京区浄福寺通丸太町下ル主税町1123番地 取締役 仁木博敏
有限会社仁木電工0000009588 821-0906 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津堤下町６番地 代表取締役 西田博一
株式会社西田電機商会0000007109 881-0487 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生馬場町15番地の5 代表取締役 西村太嗣
株式会社 西村新0000003928 841-2106 中小企業市内

京都府京都市左京区松ヶ崎久土町4-1 グレース松ヶ崎509号 代表取締役 上田三佳
日本情報通信株式会社0000019995 721-7888 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパークサイエンスセンタービル４ 代表取締役 山田智樹
株式会社ネットアイアールディー0000016812 315-8639 中小企業市内 号館

京都府京都市下京区綾小路通り新町東入善長寺町143 マスギビル 代表取締役 各務勝己
バンテック株式会社0000009614 342-4623 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸御池下ル梅屋町358番地 アーバネックス御池ビル西館3階 代表取締役 小林正博
バンネットワーク株式会社0000015649 212-1121 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂岡本口町６３ 代表取締役 横田篤
株式会社ヒカリ無線0000015307 721-8106 中小企業市内

京都府京都市西京区下津林中島町1番地の352 代表取締役 人見剛生
人見電機株式会社0000001814 392-1855 中小企業市内
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京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生西桧町20 代表取締役 平尾彰浩
株式会社平尾電機工業所0000001320 313-2374 中小企業市内

京都府京都市西京区樫原中垣外4番地の4 代表取締役 中嶌裕史
有限会社ヒロシ電化0000004653 075-393-1900 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺南町134番地 代表取締役社長 前田恒雄
株式会社ピーパルシード0000018220 555-3421 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽南柳長町９５番地 代表取締役 近藤峰治
株式会社フジクール0000004671 612-6222 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町８番地の５ 代表取締役社長 小滝寛
富士電気工業株式会社0000003168 672-8581 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草藤森町37番地 大嶽佳雄
藤の森 みのや0000002905 641-5822 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田神楽岡町56 代表取締役 石本ノリエ
株式会社文教0000003565 761-8100 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町30 代表取締役 木本和秀
平安キヤノン事務機株式会社0000003196 681-2591 中小企業市内

京都府京都市 中京区間之町通 御池上ル高田町503番地 花柳ビル1F 代表取締役 北川清和
株式会社平安光業0000000976 231-1177 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂東上之段町36番地1 代表者 堀井進
堀井電器店0000021945 275-3019 中小企業市内

京都府京都市中京区富小路通姉小路西入菊屋町570 代表取締役 村井信介
マインドシステム株式会社0000009637 252-8446 中小企業市内

京都府京都市北区鞍馬口通室町東入小山町221 代表取締役 松浦 秀樹
株式会社松浦電気商会0000001893 431-8155 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内中町6番地 代表取締役 松本博伸
株式会社松本事務光機0000001312 313-1618 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田三ツ杭町68番地 代表取締役 山田高幸
株式会社マハタギ電気商会0000002881 641-2942 中小企業市内

京都府京都市伏見区日野西風呂町52番地11 石曽根守秀
マルイシデンキ0000002393 572-6440 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西内畑町19番地 代表取締役 井上智之
株式会社三井田商事0000002810 622-6611 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋琵琶町25番地 代表取締役 山本公隆
有限会社未来樹0000012812 935-3586 中小企業市内
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京都府京都市伏見区醍醐東合場町14番地の14 代表取締役 村井章生
村井電気工事株式会社0000002335 571-0706 中小企業市内

京都府京都市伏見区伯耆町2番地 代表取締役 村上好夫
ムラカミビジネス株式会社0000013071 611-1464 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8-442 代表取締役 物加波雅夫
株式会社物加波電設0000020413 205-2331 中小企業市内

京都府京都市南区四ツ塚町22番地 代表取締役 山田一馬
有限会社山田屋商店0000009391 691-4881 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽乙出町1番地 代表取締役 山中敏裕
有限会社山中電気0000004664 581-2023 中小企業市内

京都府京都市上京区千本通中立売上る玉屋町37番地 代表取締役 山本剛
株式会社やまもと0000010542 432-0141 中小企業市内

株式会社令和テックコーポレーシ 京都府京都市山科区椥辻平田町150 代表取締役 木倉康博
0000016263 204-4880 中小企業市内ョン

京都府京都市下京区中堂寺坊城町65番地 代表取締役 中西義彦
株式会社ロジ・グレス0000001269 813-5911 中小企業市内

ワールドビジネスセンター株式会 京都府京都市南区西九条東御幸田町25番2 代表取締役 谷口孝重
0000008263 662-1200 中小企業市内社

京都府京都市右京区嵯峨一本木町30番地16 代表取締役 渡邊晃男
有限会社ワタキ0000013779 366-3431 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通夷川上ル指物町326番地 代表取締役 渡邊幹太
株式会社ワタナベ楽器店0000001052 241-1356 中小企業市内
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京都府京都市伏見区横大路千両松町8番地1 代表取締役 豊田南星
有限会社アイデン0000016561 200-3300 中小企業市内

京都府京都市中京区車屋町通竹屋町上る砂金町403 田丸産業ビル4階 代表取締役 伊藤惠
株式会社アクティブケイ0000014633 255-6586 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の188 代表取締役 浅野裕一
アサノ電気工事株式会社0000020264 312-0033 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通高辻上る万里小路町１７８番地 代表取締役 市川和男
市川電気工業株式会社0000001610 351-3992 中小企業市内

京都府京都市東山区今熊野池田町57-6 代表取締役 眞岩貞子
ＭＤＫクリエーション株式会社0000019780 532-0300 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町46番地の2 代表取締役 柴田一哉
株式会社おいかぜ0000014677 314-4367 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市南区久世大薮町270番地 代表取締役 大西裕介
株式会社大西電装0000019199 934-2624 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町東丁田10-3 代表取締役 植田康嗣
株式会社オフィス京北0000011730 075-852-1410 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通松原下ル難波町412番地 代表取締役 木下喜隆
株式会社京榮商会0000001379 341-4151 中小企業市内

京セラコミュニケーションシステ 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 代表取締役社長 黒瀬善仁
0000017501 623-0311 大企業市内ム株式会社

株式会社京都医療システムセンタ 京都府京都市 中京区蛸薬師通 室町西入姥柳町203 ﾊﾏﾑﾗﾋﾞﾙ内 代表取締役 松井健
0000020513 241-4536 中小企業市内ー

京都府京都市伏見区丹後町715番地 代表取締役 吉永豊一
株式会社京都イングス0000007762 632-8510 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草下横縄町15 代表取締役 吉川毅
京都工業株式会社0000002924 641-8278 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺南町134番地 理事長 西本清一
公益財団法人京都高度技術研究所0000012804 315-3625 中小企業市内

公益社団法人京都市シルバー人材 京都府京都市中京区西ノ京東中合町2番地 理事長 松本建次
0000003871 821-2013 中小企業市内センター

（京都府）京都府京都市 左京区吉田 二本松町無番地京都大学内 代表理事 國見伸行
京都大学生活協同組合0000019857 753-7640 中小企業市内 （専務理事 國見伸行）

京都府京都市下京区木津屋橋通新町西入東塩小路町601番地 ＮＵＰビルディング京都駅 代表取締役社長 森口健吾
京都電子計算株式会社0000008220 241-5552 中小企業市内 前

京都府京都市南区東九条南河辺町３番地 代表理事 内藤克敏
京都府電気工事工業協同組合0000003314 692-1234 中小企業市内

京都府京都市伏見区石田大山町33の5 代表取締役 永木章裕
京放株式会社0000002415 573-3301 中小企業市内
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京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町680番地 代表取締役 弓場昌治
近畿都市整備株式会社0000019620 361-7950 中小企業市内

京都府京都市中京区室町通御池下る円福寺町338 樋口・進和ビル5階 代表取締役 小谷達雄
株式会社近畿リサーチセンター0000018711 211-2256 中小企業市内

株式会社ケーケーシー情報システ 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 代表取締役社長 松下直弘
0000008323 465-6700 中小企業市内ム

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

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 代表取締役 熊井隆裕
株式会社ケイズ0000001053 241-1362 中小企業市内

（京都府）京都府京都市伏見区竹田西段川原町40 代表取締役 山崎一男
コスモテック株式会社0000020044 643-7974 中小企業市内 （取締役 山崎孝治）

京都府京都市上京区笹屋町千本西入笹屋四丁目273番3 代表取締役 木村厚文
コンピュータ・システム株式会社0000002022 462-5411 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通松原下ル忠庵町310番地 代表取締役 桑原人司
株式会社システム創見0000016776 351-1920 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町603番地 代表取締役 藤田雅己
株式会社システムディ0000010374 256-7777 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 第８長谷ビル９F 代表取締役 猪飼昭嗣
株式会社ゼロワン0000013082 344-0101 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町31番地の7 代表取締役 大郷忠明
有限会社大明電業0000012131 872-7611 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨明星町5番地24 代表取締役 内田税雄
株式会社中央精器0000004059 871-8400 中小企業市内

京都府京都市上京区六軒町通元誓願寺上ル玉屋町226番地3 代表取締役 木村法由
テクノシステム株式会社0000018249 465-3103 中小企業市内

京都府京都市下京区東洞院通四条下ル 代表取締役社長 渡辺康人
株式会社トーセ0000022230 342-2525 大企業市内

京都府京都市山科区音羽山等地２０番地 代表取締役 近藤哲也
東洋電工株式会社0000002534 592-6200 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀正会町1番地1 代表取締役 和本賢一
株式会社ドラマ0000022643 585-5352 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽八王神町232番地 代表取締役 仲田博
有限会社仲田電工0000003312 691-9905 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0010 電気機械・器具
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京都府京都市 北区小山北大野町14 代表取締役 清土裕文
ナレッジデータサービス株式会社0000018223 432-7397 中小企業市内

京都府京都市上京区浄福寺通丸太町下ル主税町1123番地 取締役 仁木博敏
有限会社仁木電工0000009588 821-0906 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津堤下町６番地 代表取締役 西田博一
株式会社西田電機商会0000007109 881-0487 中小企業市内

京都府京都市南区西九条院町26番地 代表取締役 羽渕淳
株式会社ニッセン0000023620 682-2109 大企業市内

京都府京都市左京区松ヶ崎久土町4-1 グレース松ヶ崎509号 代表取締役 上田三佳
日本情報通信株式会社0000019995 721-7888 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸御池下ル梅屋町358番地 アーバネックス御池ビル西館3階 代表取締役 小林正博
バンネットワーク株式会社0000015649 212-1121 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂岡本口町６３ 代表取締役 横田篤
株式会社ヒカリ無線0000015307 721-8106 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽南柳長町９５番地 代表取締役 近藤峰治
株式会社フジクール0000004671 612-6222 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町60 代表者 大川紘平
ホームケアサポート伏見0000023586 090-4291-7826 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂東上之段町36番地1 代表者 堀井進
堀井電器店0000021945 275-3019 中小企業市内

京都府京都市北区鞍馬口通室町東入小山町221 代表取締役 松浦 秀樹
株式会社松浦電気商会0000001893 431-8155 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋琵琶町25番地 代表取締役 山本公隆
有限会社未来樹0000012812 935-3586 中小企業市内

京都府京都市伏見区伯耆町2番地 代表取締役 村上好夫
ムラカミビジネス株式会社0000013071 611-1464 中小企業市内

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス

ワールドビジネスサービス株式会 京都府京都市南区西九条東御幸田町25番2 代表取締役 森脇克巳
0000022263 662-8081 中小企業市内社
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京都府京都市伏見区横大路千両松町8番地1 代表取締役 豊田南星
有限会社アイデン0000016561 200-3300 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の188 代表取締役 浅野裕一
アサノ電気工事株式会社0000020264 312-0033 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通夷川上ル藤木町24番地 代表取締役 多田裕昭
株式会社旭堂楽器店0000012995 231-0538 中小企業市内

京都府京都市上京区五辻通千本東入西五辻東町52番地の1 代表取締役 大嶋康彦
株式会社アルファ通信0000002016 462-3135 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市右京区京北下中町経田7-4 代表取締役 大栢喜久夫
有限会社いそべ電気0000011725 854-0536 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通高辻上る万里小路町１７８番地 代表取締役 市川和男
市川電気工業株式会社0000001610 351-3992 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草大亀谷 大山町17‐2 代表取締役 上杉明夫
有限会社上杉でんき0000017411 643-9932 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨野千代ノ道町26番地42 代表 苗村和彦
ウエストミュージック ナエムラ0000021261 864-9557 中小企業市内

京都府京都市伏見区納所北城堀3の5 代表取締役社長 植田司郎
株式会社植田電機0000002823 631-1112 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通堺町角塩竈町363番地 代表取締役 岡村充泰
株式会社ウエダ本社0000009704 341-4111 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂今井町１３８番地 代表取締役 瀧田圭一
上野電機株式会社0000001838 394-4951 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路貴船15番地8 代表取締役 井上眞智子
株式会社ウェルアップ0000019816 611-3555 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市東山区今熊野池田町57-6 代表取締役 眞岩貞子
ＭＤＫクリエーション株式会社0000019780 532-0300 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町46番地の2 代表取締役 柴田一哉
株式会社おいかぜ0000014677 314-4367 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市左京区田中大堰町84番地 代表取締役 中山信一郎
鳳電気土木株式会社0000003732 791-8121 中小企業市内

京都府京都市南区久世大薮町270番地 代表取締役 大西裕介
株式会社大西電装0000019199 934-2624 中小企業市内
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京都府京都市下京区朱雀内畑町七番地 代表取締役 岡崎満
岡崎電工株式会社0000001367 314-1158 中小企業市内

京都府京都市中京区富小路通錦小路上ル高宮町595番地 代表取締役 奥谷洋平
奥谷電機株式会社0000000862 221-1809 中小企業市内

株式会社ＯＦＦＩＣＥ ＳＡＷＡ 京都府京都市東山区今熊野椥ノ森町11番地46 代表取締役 澤村栄治
0000022527 533-3581 中小企業市内ＭＵＲＡ

京都府京都市右京区西院巽町40 代表取締役 谷内伸行
有限会社オフィスショップ・ヤチ0000023423 312-7297 中小企業市内

京都府京都市右京区常盤西町8番地40 代表取締役 福西圭
officeShin株式会社0000015298 881-3450 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町７２番地の１ 代表取締役 鎌谷裕介
株式会社鎌電0000001306 313-1161 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京上合町102番地 北野喜久
きたのでんき0000009180 841-2957 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通松原下ル難波町412番地 代表取締役 木下喜隆
株式会社京榮商会0000001379 341-4151 中小企業市内

京都インターネットコミュニケー 京都府京都市右京区花園巽南町15 代表 森島啓一
0000009924 463-2350 中小企業市内ションオフィス ＳＹＡＲＡＫＵ

株式会社京都エー・ブイ・システ 京都府京都市下京区西七条南月読町45番地 代表取締役 米本和男
0000001415 321-4536 中小企業市内ム

株式会社京都システムエンジニア 京都府京都市伏見区竹田泓ノ川町25 代表取締役 中堀佐一郎
0000001369 603-2131 中小企業市内リング

京都府京都市下京区梅小路西中町36番地 代表取締役 森下眞理子
京都通信特機株式会社0000001420 321-6311 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通寺町東入ル榎木町80 代表取締役 河村泰三
京都電工株式会社0000000812 075-211-7321 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南河辺町３番地 代表理事 内藤克敏
京都府電気工事工業協同組合0000003314 692-1234 中小企業市内

京都府京都市伏見区石田大山町33の5 代表取締役 永木章裕
京放株式会社0000002415 573-3301 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草勧進橋町９２番地 代表取締役 奥田文夫
協和電気工業株式会社0000002939 642-1877 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町8丁目61番地 代表取締役 内林義治
近畿音響工業株式会社0000002874 641-2311 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町4番地の2 代表取締役 嶋澤一晃
株式会社錦興楽器0000010952 801-6934 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺大新開町43番地の5の1 取締役 村上徹
有限会社クワット0000003390 075-712-8822 中小企業市内
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株式会社ケービーエス京都プロジ 京都府京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町600番地の1 代表取締役社長 守山透
0000001858 075-414-6200 中小企業市内ェクト

京都府京都市中京区堺町通御池下ル丸木材木町676番地 SHICATA HUIT BLDG6階 代表取締役 陸奥田裕一
ケイアイエスユー株式会社0000015372 253-6333 中小企業市内

京都府京都市山科区東野中井ノ上町19-18 代表取締役 長谷川治
有限会社京滋通信機器商会0000002460 581-7487 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

（京都府）京都府京都市西京区桂千代原町61-5 代表取締役 竹内博
株式会社桂電社0000023157 391-1277 中小企業市内 （取締役 竹内淳祐）

京都府京都市山科区御陵大津畑町37番地7 代表取締役 仲良二
株式会社ケルク電子システム0000017096 593-2103 中小企業市内

京都府京都市山科区東野百拍子町２５番地 代表取締役 佐竹不二郎
株式会社光陽電化センター0000014064 581-1369 中小企業市内

京都府京都市中京区錦小路通烏丸西入占出山町311番地 代表取締役 太田稔
株式会社コギト0000022856 231-8767 中小企業市内

（京都府）京都府京都市伏見区竹田西段川原町40 代表取締役 山崎一男
コスモテック株式会社0000020044 643-7974 中小企業市内 （取締役 山崎孝治）

京都府京都市下京区四条通新町東入月鉾町62番地 住友生命京都ビル９階 代表取締役 三上明
株式会社コスモネット0000006955 075-212-6556 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市 下京区寺町五条上る西橋詰町771番地 代表取締役 小宮山俊朗
湖睦電機株式会社0000018681 341-9271 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町538 ヤサカ烏丸御池ビル3F 代表取締役 今井尊史
株式会社コンパス0000019574 257-1551 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内

京都府京都市 西京区大枝 沓掛町26-666 代表取締役 秋山毅
株式会社シネマ・ワーク0000009966 331-7820 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市南区西九条菅田町3番地1 代表取締役 藤井正
晶和電気工業株式会社0000003075 661-7048 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄向田町33番地5-120 代表取締役社長 谷利嘉信
株式会社新映社0000001195 311-1951 中小企業市内
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京都府京都市下京区中堂寺北町30番地 代表取締役 奥村健次
新栄電気工業株式会社0000001275 312-6161 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町321番 代表取締役 大賀奈津子
株式会社シンコー0000009780 671-5733 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋平垣町47番地1 代表取締役 馬場俊光
株式会社実業エージェンシー0000019982 662-7133 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町4番地 代表取締役 瀧麻由香
株式会社太洋堂0000008614 315-8910 中小企業市内

京都府京都市上京区七本松通今小路下ル末之口町４３７番地１１ 代表取締役 瀧葉良男
タキバ電機株式会社0000002059 463-8864 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市上京区油小路通一条下る油橋詰町88番4 代表取締役 竹濱義治
株式会社竹濱商会0000019993 384-1500 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨東半木町67-5 代表取締役 棚橋建介
株式会社棚橋商店0000010684 781-5181 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生東土居ノ内町30番地3 代表取締役 谷口實
株式会社谷口電設0000019899 205-3377 中小企業市内

京都府京都市下京区御幸町通四条下ル大寿町402 代表取締役 小浦芳生
株式会社タニヤマムセン0000009993 361-7456 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町31番地の7 代表取締役 大郷忠明
有限会社大明電業0000012131 872-7611 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院池ノ内町83番地 代表取締役 栩谷泰輝
大和電設工業株式会社0000003151 672-3311 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 右京区西院 久保田町18番地 代表取締役社長 公文雅人
大和無線電器株式会社0000019565 311-4707 大企業市内 （販売推進責任者 松井基泰）

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 代表取締役 馬場重信
中信リース＆カード株式会社0000021764 255-5573 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉西五田町3番地 代表取締役 古市義人
ティプス株式会社0000023549 705-2302 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通三条上る下丸屋町404-2 タケウチビル4F 代表取締役 板倉一成
株式会社ディレクターズ・ユニブ0000019311 222-5525 中小企業市内

有限会社電気の店なかじま寺ノ内 京都府京都市北区紫野中柏野町21番地 代表取締役 中嶌重男
0000019882 462-7123 中小企業市内店

京都府京都市左京区北白川西伊織町１４ 代表取締役 石田博喜
株式会社電竜社0000003652 781-3048 中小企業市内
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京都府京都市下京区東洞院通四条下ル 代表取締役社長 渡辺康人
株式会社トーセ0000022230 342-2525 大企業市内

京都府京都市山科区東野八反畑町21番地 代表取締役 三田村昌人
株式会社東洋0000002486 591-5111 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽山等地２０番地 代表取締役 近藤哲也
東洋電工株式会社0000002534 592-6200 中小企業市内

京都府京都市南区東九条河西町15 代表取締役 豊原博詩
株式会社豊原電気土木0000003094 662-5555 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀正会町1番地1 代表取締役 和本賢一
株式会社ドラマ0000022643 585-5352 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町52-5 代表取締役 大賀奈津子
株式会社奈央システム0000021995 693-9090 中小企業市内

京都府京都市左京区仁王門通新東洞院東入新東洞院町284 中井和夫
中井住宅設備0000010009 761-0379 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町32番地の18 取締役 中川俊也
中川電機有限会社0000007237 871-1027 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南中ノ坪町９番地 代表取締役 中島 保
中島電工株式会社0000003157 672-5181 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽八王神町232番地 代表取締役 仲田博
有限会社仲田電工0000003312 691-9905 中小企業市内

京都府京都市右京区京北下中町赤田2番地の7 代表取締役 永岡昭
有限会社永岡電機0000011728 854-0829 中小企業市内

京都府京都市上京区浄福寺通丸太町下ル主税町1123番地 取締役 仁木博敏
有限会社仁木電工0000009588 821-0906 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津堤下町６番地 代表取締役 西田博一
株式会社西田電機商会0000007109 881-0487 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生馬場町15番地の5 代表取締役 西村太嗣
株式会社 西村新0000003928 841-2106 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨松ノ木町63番地 代表取締役 林信彦
有限会社林屋電気商会0000010696 781-0967 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極堤町４３番地の１３ 代表取締役 田中繁信
株式会社ハンシン電気0000001418 321-5473 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西中町46番地の2 代表取締役 山田純
パナソニック電材京都株式会社0000022037 311-8171 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂岡本口町６３ 代表取締役 横田篤
株式会社ヒカリ無線0000015307 721-8106 中小企業市内

京都府京都市西京区下津林中島町1番地の352 代表取締役 人見剛生
人見電機株式会社0000001814 392-1855 中小企業市内
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京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通松屋町下る鏡石町32番地 代表取締役 古市洋二
ひらくと株式会社0000021982 366-3867 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦安井柳通町20番地 代表取締役 平田彰
株式会社平田電気商会0000011710 811-1534 中小企業市内

京都府京都市西京区樫原中垣外4番地の4 代表取締役 中嶌裕史
有限会社ヒロシ電化0000004653 075-393-1900 中小企業市内

京都府京都市中京区油小路通竹屋町下ル橋本町494番地1 代表取締役 山本剛也
株式会社ビードリーム0000009688 256-2405 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽南柳長町９５番地 代表取締役 近藤峰治
株式会社フジクール0000004671 612-6222 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町８番地の５ 代表取締役社長 小滝寛
富士電気工業株式会社0000003168 672-8581 中小企業市内

京都府京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町252番地の3 代表取締役 古瀬雅章
株式会社古瀬組0000001586 351-0928 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市北区小山北上総町29番地 代表取締役 山本直樹
北陵電工株式会社0000002179 495-8881 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂東上之段町36番地1 代表者 堀井進
堀井電器店0000021945 275-3019 中小企業市内

京都府京都市北区鞍馬口通室町東入小山町221 代表取締役 松浦 秀樹
株式会社松浦電気商会0000001893 431-8155 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内中町6番地 代表取締役 松本博伸
株式会社松本事務光機0000001312 313-1618 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田三ツ杭町68番地 代表取締役 山田高幸
株式会社マハタギ電気商会0000002881 641-2942 中小企業市内

京都府京都市伏見区日野西風呂町52番地11 石曽根守秀
マルイシデンキ0000002393 572-6440 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西内畑町19番地 代表取締役 井上智之
株式会社三井田商事0000002810 622-6611 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

京都府京都市伏見区伯耆町2番地 代表取締役 村上好夫
ムラカミビジネス株式会社0000013071 611-1464 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパーク6号館204号 代表取締役 寺原紳次
株式会社メディアプラン0000022670 323-6161 中小企業市内
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京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8-442 代表取締役 物加波雅夫
株式会社物加波電設0000020413 205-2331 中小企業市内

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス

京都府京都市伏見区三栖向町765番地 代表取締役 森田晋矢
有限会社森田電設0000002773 621-7293 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽乙出町1番地 代表取締役 山中敏裕
有限会社山中電気0000004664 581-2023 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京池ノ内町26 田中博之
ユーテックサービス0000021784 801-4336 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草 キトロ町32番地10 代表 太田篤志
ゆりかご育英社0000017253 643-1919 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山町正宗30番地の6･31番地の1合地 代表取締役 吉本上
ヨシモトプロテック株式会社0000020175 603-6123 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島外山町25 代表取締役 垂井克生
株式会社ＲＩＤＥＮ0000022052 286-3696 中小企業市内

株式会社令和テックコーポレーシ 京都府京都市山科区椥辻平田町150 代表取締役 木倉康博
0000016263 204-4880 中小企業市内ョン

京都府京都市右京区西京極東衣手町５５番地の１ 代表取締役 両角明広
有限会社和光電気工事0000001221 311-5300 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通夷川上ル指物町326番地 代表取締役 渡邊幹太
株式会社ワタナベ楽器店0000001052 241-1356 中小企業市内

京都府京都市北区紫野下門前町63 代表取締役 土山千三
株式会社ワットムセン0000009872 492-4666 中小企業市内
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京都府京都市 中京区両替町通 御池上る龍池町449番地1 代表取締役 村田雅明
株式会社アーキエムズ0000015413 241-2227 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町8番地1 代表取締役 豊田南星
有限会社アイデン0000016561 200-3300 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町77番地 代表取締役 岡本孝博
アイリンクス株式会社0000020791 605-4445 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の188 代表取締役 浅野裕一
アサノ電気工事株式会社0000020264 312-0033 中小企業市内

京都府京都市上京区五辻通千本東入西五辻東町52番地の1 代表取締役 大嶋康彦
株式会社アルファ通信0000002016 462-3135 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市右京区京北下中町経田7-4 代表取締役 大栢喜久夫
有限会社いそべ電気0000011725 854-0536 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通高辻上る万里小路町１７８番地 代表取締役 市川和男
市川電気工業株式会社0000001610 351-3992 中小企業市内

京都府京都市下京区新町通七条上ル辰巳町756番地 取締役 伊藤要
有限会社いとう0000001739 075-371-6741 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西久保町3番地 石角嘉徳
イワタヤ0000009132 313-4248 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草大亀谷 大山町17‐2 代表取締役 上杉明夫
有限会社上杉でんき0000017411 643-9932 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町8丁目57番地の1 代表取締役 竹岡誠
ウエダ事務機サービス株式会社0000009898 641-8787 中小企業市内

京都府京都市伏見区納所北城堀3の5 代表取締役社長 植田司郎
株式会社植田電機0000002823 631-1112 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通堺町角塩竈町363番地 代表取締役 岡村充泰
株式会社ウエダ本社0000009704 341-4111 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院清水町2番地 ウェッジ本社 代表取締役 秋田正人
ウェッジ株式会社0000013112 634-8791 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂今井町１３８番地 代表取締役 瀧田圭一
上野電機株式会社0000001838 394-4951 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路貴船15番地8 代表取締役 井上眞智子
株式会社ウェルアップ0000019816 611-3555 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市南区東九条中御霊町53-4 Johnsonビル6F 代表取締役 小濱聖明
株式会社エスユーワークス0000022834 585-3688 中小企業市内
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（京都府）京都府京都市下京区四条大宮東入立中町502 四条ファーストビル３Ｆ 代表取締役 三田昌資
ＮＩＣ株式会社0000021769 366-0015 中小企業市内

（事業部長 木下一也）

株式会社エフティーコーポレーシ 京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町5番地2 代表取締役 藤原彰
0000021254 693-7117 中小企業市内ョン

京都府京都市東山区今熊野池田町57-6 代表取締役 眞岩貞子
ＭＤＫクリエーション株式会社0000019780 532-0300 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町46番地の2 代表取締役 柴田一哉
株式会社おいかぜ0000014677 314-4367 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市南区久世大薮町270番地 代表取締役 大西裕介
株式会社大西電装0000019199 934-2624 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀内畑町七番地 代表取締役 岡崎満
岡崎電工株式会社0000001367 314-1158 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通高倉東入桝屋町59番地 代表取締役 岡村彰
岡村電話株式会社0000001085 252-1111 中小企業市内

京都府京都市中京区富小路通錦小路上ル高宮町595番地 代表取締役 奥谷洋平
奥谷電機株式会社0000000862 221-1809 中小企業市内

株式会社ＯＦＦＩＣＥ ＳＡＷＡ 京都府京都市東山区今熊野椥ノ森町11番地46 代表取締役 澤村栄治
0000022527 533-3581 中小企業市内ＭＵＲＡ

京都府京都市右京区西院巽町40 代表取締役 谷内伸行
有限会社オフィスショップ・ヤチ0000023423 312-7297 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生土居ノ内町19-13 林千代子
officeやまと0000016784 311-9000 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市北区紫野上門前町3番地 代表取締役 鎌田志須賀
株式会社鎌田電機0000012132 491-4981 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町７２番地の１ 代表取締役 鎌谷裕介
株式会社鎌電0000001306 313-1161 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84番地 代表取締役 品川武志
環境計測株式会社0000002965 643-0341 大企業市内

京都府京都市伏見区淀生津町610-2 代表取締役社長 吉川明
関西計装株式会社0000008654 631-5700 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京上合町102番地 北野喜久
きたのでんき0000009180 841-2957 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通松原下ル難波町412番地 代表取締役 木下喜隆
株式会社京榮商会0000001379 341-4151 中小企業市内

京セラコミュニケーションシステ 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 代表取締役社長 黒瀬善仁
0000017501 623-0311 大企業市内ム株式会社
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京都インターネットコミュニケー 京都府京都市右京区花園巽南町15 代表 森島啓一
0000009924 463-2350 中小企業市内ションオフィス ＳＹＡＲＡＫＵ

株式会社京都エー・ブイ・システ 京都府京都市下京区西七条南月読町45番地 代表取締役 米本和男
0000001415 321-4536 中小企業市内ム

京都府京都市下京区中堂寺南町134番地 理事長 西本清一
公益財団法人京都高度技術研究所0000012804 315-3625 中小企業市内

京都府京都市下京区梅小路西中町36番地 代表取締役 森下眞理子
京都通信特機株式会社0000001420 321-6311 中小企業市内

京都府京都市右京区西院六反田町53 代表取締役 神舎佳代子
京都電業株式会社0000008156 311-1500 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通寺町東入ル榎木町80 代表取締役 河村泰三
京都電工株式会社0000000812 075-211-7321 中小企業市内

京都府京都市上京区衣棚通出水上ル御霊町66番地 代表 上田壽一郎
京都電池工業所0000008092 441-1471 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南河辺町３番地 代表理事 内藤克敏
京都府電気工事工業協同組合0000003314 692-1234 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通二条下る妙満寺前町450番地 京都共済消防会館内 会長 貴志吉延
京都防災通信協会0000000795 075-211-5311 中小企業市内

京都府京都市伏見区石田大山町33の5 代表取締役 永木章裕
京放株式会社0000002415 573-3301 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草勧進橋町９２番地 代表取締役 奥田文夫
協和電気工業株式会社0000002939 642-1877 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町8丁目61番地 代表取締役 内林義治
近畿音響工業株式会社0000002874 641-2311 中小企業市内

京都府京都市中京区室町通御池下る円福寺町338 樋口・進和ビル5階 代表取締役 小谷達雄
株式会社近畿リサーチセンター0000018711 211-2256 中小企業市内

京都府京都市中京区堺町通御池下ル丸木材木町676番地 SHICATA HUIT BLDG6階 代表取締役 陸奥田裕一
ケイアイエスユー株式会社0000015372 253-6333 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 下京区中堂寺壬生川町20番地2 代表取締役社長 小野隆夫
ＫＳＲ株式会社0000021333 842-1555 中小企業市内 （管理部 岡島伸治）

京都府京都市山科区東野中井ノ上町19-18 代表取締役 長谷川治
有限会社京滋通信機器商会0000002460 581-7487 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院観音堂町12番地2 代表取締役社長 林晃生
京滋ユアサ電機株式会社0000003193 671-6116 中小企業市内 （支店長 吉本充）

（京都府）京都府京都市西京区桂千代原町61-5 代表取締役 竹内博
株式会社桂電社0000023157 391-1277 中小企業市内 （取締役 竹内淳祐）

京都府京都市山科区御陵大津畑町37番地7 代表取締役 仲良二
株式会社ケルク電子システム0000017096 593-2103 中小企業市内
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京都府京都市上京区智恵光院通寺の内下る古美濃部町185番地 代表取締役 山本昌史
株式会社宏栄山本0000001960 451-2222 中小企業市内

京都府京都市山科区東野百拍子町２５番地 代表取締役 佐竹不二郎
株式会社光陽電化センター0000014064 581-1369 中小企業市内

京都府京都市中京区錦小路通烏丸西入占出山町311番地 代表取締役 太田稔
株式会社コギト0000022856 231-8767 中小企業市内

（京都府）京都府京都市伏見区竹田西段川原町40 代表取締役 山崎一男
コスモテック株式会社0000020044 643-7974 中小企業市内 （取締役 山崎孝治）

京都府京都市下京区四条通新町東入月鉾町62番地 住友生命京都ビル９階 代表取締役 三上明
株式会社コスモネット0000006955 075-212-6556 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐落保町70番地 代表取締役 廣岡伸洋
寿電設株式会社0000016097 572-5319 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町４５番地 アイビー・ビル３階 代表取締役 平中浩貴
こどーもーしょん株式会社0000023372 644-7010 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市 下京区寺町五条上る西橋詰町771番地 代表取締役 小宮山俊朗
湖睦電機株式会社0000018681 341-9271 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町538 ヤサカ烏丸御池ビル3F 代表取締役 今井尊史
株式会社コンパス0000019574 257-1551 中小企業市内

京都府京都市上京区笹屋町千本西入笹屋四丁目273番3 代表取締役 木村厚文
コンピュータ・システム株式会社0000002022 462-5411 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市南区西九条菅田町3番地1 代表取締役 藤井正
晶和電気工業株式会社0000003075 661-7048 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄向田町33番地5-120 代表取締役社長 谷利嘉信
株式会社新映社0000001195 311-1951 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺北町30番地 代表取締役 奥村健次
新栄電気工業株式会社0000001275 312-6161 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町321番 代表取締役 大賀奈津子
株式会社シンコー0000009780 671-5733 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋平垣町47番地1 代表取締役 馬場俊光
株式会社実業エージェンシー0000019982 662-7133 中小企業市内
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株式会社ジャパンオートパーツ２ 京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町58番1 代表取締役 西河朋浩
0000008251 621-3174 中小企業市内４

京都府京都市右京区太秦桂木町13-1 酒井ビル2F 代表取締役 井上秀史
株式会社錠安セキュリティ0000022862 863-5082 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパークサイエンスセンタービル4 代表取締役 織田明俊
株式会社スマートテクノロジーズ0000007214 315-9173 中小企業市内 号館

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680 インターワンプレイス烏丸2 3階 代表取締役 福薗一幸
星和テクノロジー株式会社0000001438 075-344-9191 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 第８長谷ビル９F 代表取締役 猪飼昭嗣
株式会社ゼロワン0000013082 344-0101 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町2番地 代表取締役 木原庸裕
双林株式会社0000003236 681-7748 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市上京区七本松通今小路下ル末之口町４３７番地１１ 代表取締役 瀧葉良男
タキバ電機株式会社0000002059 463-8864 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707 烏丸シティ・コア1F 代表取締役 竹田登
株式会社竹田事務機0000012784 351-0132 中小企業市内

京都府京都市山科区東野五条通外環西入83-1 代表取締役 竹中慎一
竹中エンジニアリング株式会社0000008421 594-7211 中小企業市内

京都府京都市上京区油小路通一条下る油橋詰町88番4 代表取締役 竹濱義治
株式会社竹濱商会0000019993 384-1500 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極豆田町29 取締役社長 小倉勇
株式会社たけびし0000005307 325-2111 大企業市内

京都府京都市左京区下鴨東半木町67-5 代表取締役 棚橋建介
株式会社棚橋商店0000010684 781-5181 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生東土居ノ内町30番地3 代表取締役 谷口實
株式会社谷口電設0000019899 205-3377 中小企業市内

京都府京都市下京区御幸町通四条下ル大寿町402 代表取締役 小浦芳生
株式会社タニヤマムセン0000009993 361-7456 中小企業市内

京都府京都市右京区西院平町拾番地 代表取締役 井上雅文
株式会社大黒商会0000008094 311-3320 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町31番地の7 代表取締役 大郷忠明
有限会社大明電業0000012131 872-7611 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院池ノ内町83番地 代表取締役 栩谷泰輝
大和電設工業株式会社0000003151 672-3311 中小企業市内
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（京都府）京都府京都市 右京区西院 久保田町18番地 代表取締役社長 公文雅人
大和無線電器株式会社0000019565 311-4707 大企業市内

（販売推進責任者 松井基泰）

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 代表取締役 馬場重信
中信リース＆カード株式会社0000021764 255-5573 中小企業市内

京都府京都市伏見区日野谷寺町13番地2 代表取締役 宮元剛
株式会社Ｔ-ＴＥＣ．0000021617 574-7976 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉西五田町3番地 代表取締役 古市義人
ティプス株式会社0000023549 705-2302 中小企業市内

京都府京都市上京区六軒町通元誓願寺上ル玉屋町226番地3 代表取締役 木村法由
テクノシステム株式会社0000018249 465-3103 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通錦小路下る小結棚町444 代表取締役社長 長崎一則
株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴ0000008787 231-5488 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通三条上る下丸屋町404-2 タケウチビル4F 代表取締役 板倉一成
株式会社ディレクターズ・ユニブ0000019311 222-5525 中小企業市内

有限会社電気の店なかじま寺ノ内 京都府京都市北区紫野中柏野町21番地 代表取締役 中嶌重男
0000019882 462-7123 中小企業市内店

京都府京都市左京区北白川西伊織町１４ 代表取締役 石田博喜
株式会社電竜社0000003652 781-3048 中小企業市内

京都府京都市下京区東洞院通四条下ル 代表取締役社長 渡辺康人
株式会社トーセ0000022230 342-2525 大企業市内

京都府京都市中京区西洞院通四条上る蟷螂山町481 京染会館3Ｆ 代表取締役 渡邊健司
東京移動通信株式会社0000022308 254-3370 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺坊城町28番地の1 代表取締役 伊達知正
東邦電気工業株式会社0000003816 811-3131 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽山等地２０番地 代表取締役 近藤哲也
東洋電工株式会社0000002534 592-6200 中小企業市内

京都府京都市南区東九条河西町15 代表取締役 豊原博詩
株式会社豊原電気土木0000003094 662-5555 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀正会町1番地1 代表取締役 和本賢一
株式会社ドラマ0000022643 585-5352 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町52-5 代表取締役 大賀奈津子
株式会社奈央システム0000021995 693-9090 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町32番地の18 取締役 中川俊也
中川電機有限会社0000007237 871-1027 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽八王神町232番地 代表取締役 仲田博
有限会社仲田電工0000003312 691-9905 中小企業市内

京都府京都市上京区浄福寺通丸太町下ル主税町1123番地 取締役 仁木博敏
有限会社仁木電工0000009588 821-0906 中小企業市内
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京都府京都市右京区梅津堤下町６番地 代表取締役 西田博一
株式会社西田電機商会0000007109 881-0487 中小企業市内

京都府京都市左京区高野泉町11番地の146 代表取締役 西勇太
有限会社西デンキ0000010444 711-2676 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽角田町32番地 代表取締役 藏岡仁史
ニシムラ株式会社0000008147 681-2331 中小企業市内

（京都府）京都府京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町159番1 代表取締役社長 松下芳弘
日新電機株式会社0000005041 344-1851 大企業市内 （部長 松田光司）

京都府京都市南区吉祥院池ノ内町8番地 代表取締役 小野昭
日本システム工業株式会社0000003208 681-4488 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパークサイエンスセンタービル４ 代表取締役 山田智樹
株式会社ネットアイアールディー0000016812 315-8639 中小企業市内 号館

京都府京都市右京区太秦蜂岡町10-127 代表 濱田智之
ハマダ電設0000022659 882-8185 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨松ノ木町63番地 代表取締役 林信彦
有限会社林屋電気商会0000010696 781-0967 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極堤町４３番地の１３ 代表取締役 田中繁信
株式会社ハンシン電気0000001418 321-5473 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町6番地 代表取締役 小林道治
バスコム株式会社0000007251 606-1236 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂岡本口町６３ 代表取締役 横田篤
株式会社ヒカリ無線0000015307 721-8106 中小企業市内

京都府京都市西京区下津林中島町1番地の352 代表取締役 人見剛生
人見電機株式会社0000001814 392-1855 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生西桧町20 代表取締役 平尾彰浩
株式会社平尾電機工業所0000001320 313-2374 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通松屋町下る鏡石町32番地 代表取締役 古市洋二
ひらくと株式会社0000021982 366-3867 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦安井柳通町20番地 代表取締役 平田彰
株式会社平田電気商会0000011710 811-1534 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山中臣町26番地の64 代表取締役 平田 守
平田電設工事株式会社0000002422 595-9211 中小企業市内

京都府京都市中京区油小路通竹屋町下ル橋本町494番地1 代表取締役 山本剛也
株式会社ビードリーム0000009688 256-2405 中小企業市内

京都府京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町519番地12 代表取締役 片山敦司
有限会社福井度量器0000013732 366-8871 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内
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京都府京都市伏見区下鳥羽南柳長町９５番地 代表取締役 近藤峰治
株式会社フジクール0000004671 612-6222 中小企業市内

京都府京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町252番地の3 代表取締役 古瀬雅章
株式会社古瀬組0000001586 351-0928 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市北区小山北上総町29番地 代表取締役 山本直樹
北陵電工株式会社0000002179 495-8881 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂東上之段町36番地1 代表者 堀井進
堀井電器店0000021945 275-3019 中小企業市内

京都府京都市北区西賀茂中川上町84番地 ラフォーレダイゴＤ棟202号 代表社員 長田和明
合同会社マーケティング京都0000023241 080-6760-7561 中小企業市内

京都府京都市中京区富小路通姉小路西入菊屋町570 代表取締役 村井信介
マインドシステム株式会社0000009637 252-8446 中小企業市内

京都府京都市北区鞍馬口通室町東入小山町221 代表取締役 松浦 秀樹
株式会社松浦電気商会0000001893 431-8155 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南島田町70番地 代表取締役 松本幸治
松電システム株式会社0000008539 671-9300 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田三ツ杭町68番地 代表取締役 山田高幸
株式会社マハタギ電気商会0000002881 641-2942 中小企業市内

京都府京都市伏見区日野西風呂町52番地11 石曽根守秀
マルイシデンキ0000002393 572-6440 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西内畑町19番地 代表取締役 井上智之
株式会社三井田商事0000002810 622-6611 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

京都府京都市伏見区伯耆町2番地 代表取締役 村上好夫
ムラカミビジネス株式会社0000013071 611-1464 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路草津町26番地の5 代表取締役 大東和弘
明京産業株式会社0000008359 601-8102 中小企業市内

京都府京都市 山科区東野 門口町39番地 代表取締役 友田彰夫
メガテック株式会社0000017251 584-5880 中小企業市内

京都府京都市 西京区樫原 里ノ垣外町32 代表取締役 野本浩司
株式会社素久製作所0000017236 391-3251 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8-442 代表取締役 物加波雅夫
株式会社物加波電設0000020413 205-2331 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山南大島町70番地16 代表取締役 波多野幹哉
桃山電機有限会社0000009384 602-8745 中小企業市内

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス
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京都府京都市伏見区三栖向町765番地 代表取締役 森田晋矢
有限会社森田電設0000002773 621-7293 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1 代表取締役 森本裕康
株式会社森本八十八商店0000001236 311-8231 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽乙出町1番地 代表取締役 山中敏裕
有限会社山中電気0000004664 581-2023 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京池ノ内町26 田中博之
ユーテックサービス0000021784 801-4336 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山町正宗30番地の6･31番地の1合地 代表取締役 吉本上
ヨシモトプロテック株式会社0000020175 603-6123 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島外山町25 代表取締役 垂井克生
株式会社ＲＩＤＥＮ0000022052 286-3696 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極東衣手町５５番地の１ 代表取締役 両角明広
有限会社和光電気工事0000001221 311-5300 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通夷川上ル指物町326番地 代表取締役 渡邊幹太
株式会社ワタナベ楽器店0000001052 241-1356 中小企業市内

京都府京都市北区紫野下門前町63 代表取締役 土山千三
株式会社ワットムセン0000009872 492-4666 中小企業市内
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京都府京都市 中京区両替町通 御池上る龍池町449番地1 代表取締役 村田雅明
株式会社アーキエムズ0000015413 241-2227 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町538 ヤサカ烏丸御池ビル３F 代表取締役 今井尊史
株式会社アイケイエス0000022883 251-8511 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町8番地1 代表取締役 豊田南星
有限会社アイデン0000016561 200-3300 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町77番地 代表取締役 岡本孝博
アイリンクス株式会社0000020791 605-4445 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西内畑町3番地 代表取締役社長 芝原統
株式会社アヴニール0000004301 602-2098 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町74番地 代表取締役 杉本正治
有限会社アクアテック0000006604 603-7722 中小企業市内

京都府京都市中京区車屋町通竹屋町上る砂金町403 田丸産業ビル4階 代表取締役 伊藤惠
株式会社アクティブケイ0000014633 255-6586 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の188 代表取締役 浅野裕一
アサノ電気工事株式会社0000020264 312-0033 中小企業市内

京都府京都市山科区川田御出町32番地26 代表取締役 栗山将輝
朝日リペア株式会社0000002353 501-4777 中小企業市内

京都府京都市上京区五辻通千本東入西五辻東町52番地の1 代表取締役 大嶋康彦
株式会社アルファ通信0000002016 462-3135 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町121 美濃利ビル502号 取締役 岡山秀行
有限会社イー・セレクト0000019858 223-3570 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通高辻上る万里小路町１７８番地 代表取締役 市川和男
市川電気工業株式会社0000001610 351-3992 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町74番地 代表取締役 伊藤通
株式会社伊藤設備工業所0000002388 603-7677 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西久保町3番地 石角嘉徳
イワタヤ0000009132 313-4248 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草大亀谷 大山町17‐2 代表取締役 上杉明夫
有限会社上杉でんき0000017411 643-9932 中小企業市内

京都府京都市伏見区納所北城堀3の5 代表取締役社長 植田司郎
株式会社植田電機0000002823 631-1112 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂今井町１３８番地 代表取締役 瀧田圭一
上野電機株式会社0000001838 394-4951 中小企業市内
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京都府京都市伏見区横大路貴船15番地8 代表取締役 井上眞智子
株式会社ウェルアップ0000019816 611-3555 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市上京区西堀川通丸太町下ル下堀川町154の1番地 代表取締役 北村利博
株式会社エーワン・テック0000003806 811-0191 中小企業市内

（京都府）大阪府大阪市西区江戸堀１丁目17-17 クレイ肥後橋7F 代表取締役 川田一力
FKK株式会社0000022590 06-6940-7104 中小企業市内 （LED事業部営業統括部常務取締役 須磨直）

京都府京都市東山区今熊野池田町57-6 代表取締役 眞岩貞子
ＭＤＫクリエーション株式会社0000019780 532-0300 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町46番地の2 代表取締役 柴田一哉
株式会社おいかぜ0000014677 314-4367 中小企業市内

京都府京都市 下京区綾小路通 寺町西入足袋屋町332番地の1 代表取締役 大島博司
大島テープ株式会社0000018079 361-3101 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市左京区田中大堰町84番地 代表取締役 中山信一郎
鳳電気土木株式会社0000003732 791-8121 中小企業市内

京都府京都市南区久世大薮町270番地 代表取締役 大西裕介
株式会社大西電装0000019199 934-2624 中小企業市内

京都府京都市南区西九条豊田町4 代表取締役 大井祥吾
株式会社大宮ポンプ製作所0000018602 661-0681 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂十三石山96 代表取締役 大村史郎
大村電気土木株式会社0000002139 492-1681 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀内畑町七番地 代表取締役 岡崎満
岡崎電工株式会社0000001367 314-1158 中小企業市内

京都府京都市上京区竹屋町通千本東入ル主税町824 岡田三成
岡田電気設備管理事務所0000016793 090-1955-4891 中小企業市内

京都府京都市中京区富小路通錦小路上ル高宮町595番地 代表取締役 奥谷洋平
奥谷電機株式会社0000000862 221-1809 中小企業市内

株式会社ＯＦＦＩＣＥ ＳＡＷＡ 京都府京都市東山区今熊野椥ノ森町11番地46 代表取締役 澤村栄治
0000022527 533-3581 中小企業市内ＭＵＲＡ

京都府京都市右京区西院巽町40 代表取締役 谷内伸行
有限会社オフィスショップ・ヤチ0000023423 312-7297 中小企業市内

京都府京都市右京区常盤西町8番地40 代表取締役 福西圭
officeShin株式会社0000015298 881-3450 中小企業市内

京都府京都市中京区蛸薬師通高倉東入ル雁金町369番地 代表取締役 福田恒久
株式会社音響電化社0000009910 221-5443 中小企業市内

京都府京都市 山科区東野 南井ノ上町14-36 代表 笠永修三
笠永電気管理事務所0000020132 593-3116 中小企業市内
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京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市西京区川島滑樋町51番地 代表取締役 小原弘也
株式会社桂建材店0000020156 874-6410 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町７２番地の１ 代表取締役 鎌谷裕介
株式会社鎌電0000001306 313-1161 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84番地 代表取締役 品川武志
環境計測株式会社0000002965 643-0341 大企業市内

京都府京都市右京区梅津堤下町7番地 代表取締役 杉本誠
株式会社関西空調0000017965 863-5777 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀生津町610-2 代表取締役社長 吉川明
関西計装株式会社0000008654 631-5700 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院中河原里北町39の6 代表取締役社長 三ツ野将弘
関西シグナルサービス株式会社0000001385 314-8367 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽川端町243 代表 北岡弘
北岡電気設備管理事務所0000019279 090-3465-0166 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京上合町102番地 北野喜久
きたのでんき0000009180 841-2957 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極豆田町5番405 代表 木原優
木原電気設備管理事務所0000021951 090-1242-5137 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋大宮尻町16番地の1 代表取締役 東郷尚文
株式会社規文堂0000003183 681-0717 中小企業市内

京都府京都市北区大将軍西町71番地 代表理事 三宅一三
共栄企業組合0000016434 464-1811 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通松原下ル難波町412番地 代表取締役 木下喜隆
株式会社京榮商会0000001379 341-4151 中小企業市内

京セラコミュニケーションシステ 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 代表取締役社長 黒瀬善仁
0000017501 623-0311 大企業市内ム株式会社

京都府京都市東山区清水四丁目171 代表取締役 岩崎勤
株式会社京都イワサキ0000002281 075-561-3110 中小企業市内

京都インターネットコミュニケー 京都府京都市右京区花園巽南町15 代表 森島啓一
0000009924 463-2350 中小企業市内ションオフィス ＳＹＡＲＡＫＵ

京都府京都市伏見区深草下横縄町15 代表取締役 吉川毅
京都工業株式会社0000002924 641-8278 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺南町134番地 理事長 西本清一
公益財団法人京都高度技術研究所0000012804 315-3625 中小企業市内

公益社団法人京都市シルバー人材 京都府京都市中京区西ノ京東中合町2番地 理事長 松本建次
0000003871 821-2013 中小企業市内センター

京都府京都市南区久世東土川町350番地 代表取締役会長 代表取締役 井上哲次
京都精工電機株式会社0000008434 922-7137 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0010 電気機械・器具
0007 その他（電気機械・器具）

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区上鳥羽菅田町39 代表取締役 倉本和幸
株式会社京都設備0000003026 661-1155 中小企業市内

京都府京都市 伏見区竹田 藁屋町57 代表取締役 尾崎泰則
株式会社京都第一興商0000018738 612-5431 中小企業市内

京都府京都市山科区安朱中小路町15番地の4 代表取締役 中山誠昇
京都地下鉄整備株式会社0000008319 502-9001 中小企業市内

京都府京都市下京区梅小路西中町36番地 代表取締役 森下眞理子
京都通信特機株式会社0000001420 321-6311 中小企業市内

京都府京都市右京区西院六反田町53 代表取締役 神舎佳代子
京都電業株式会社0000008156 311-1500 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通寺町東入ル榎木町80 代表取締役 河村泰三
京都電工株式会社0000000812 075-211-7321 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北庄境町10番地 代表取締役 新井春樹
京都陶芸機材有限会社0000016811 316-1656 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南河辺町３番地 代表理事 内藤克敏
京都府電気工事工業協同組合0000003314 692-1234 中小企業市内

京都府京都市伏見区石田大山町33の5 代表取締役 永木章裕
京放株式会社0000002415 573-3301 中小企業市内

京都府京都市 南区久世 殿城町280番地の1 代表取締役 竹崎幸生
京洛機電株式会社0000018149 931-1728 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草勧進橋町９２番地 代表取締役 奥田文夫
協和電気工業株式会社0000002939 642-1877 中小企業市内

京都府京都市中京区室町通御池下る円福寺町338 樋口・進和ビル5階 代表取締役 小谷達雄
株式会社近畿リサーチセンター0000018711 211-2256 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町31番地 代表取締役社長 朝田華美
近建ビル管理株式会社0000003527 761-2126 大企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後町38番地 代表取締役社長 室園幹男
株式会社クリーンベンチャー２１0000020222 692-3211 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 代表取締役 高杉政臣
株式会社ケービデバイス0000014605 354-3372 中小企業市内

京都府京都市中京区堺町通御池下ル丸木材木町676番地 SHICATA HUIT BLDG6階 代表取締役 陸奥田裕一
ケイアイエスユー株式会社0000015372 253-6333 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山町因幡110番地 理事長 中田節
京滋舞台芸術事業協同組合0000010130 622-2900 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

（京都府）京都府京都市西京区桂千代原町61-5 代表取締役 竹内博
株式会社桂電社0000023157 391-1277 中小企業市内 （取締役 竹内淳祐）

京都府京都市山科区御陵大津畑町37番地7 代表取締役 仲良二
株式会社ケルク電子システム0000017096 593-2103 中小企業市内
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京都府京都市上京区智恵光院通寺の内下る古美濃部町185番地 代表取締役 山本昌史
株式会社宏栄山本0000001960 451-2222 中小企業市内

京都府京都市山科区東野百拍子町２５番地 代表取締役 佐竹不二郎
株式会社光陽電化センター0000014064 581-1369 中小企業市内

（京都府）京都府京都市伏見区竹田西段川原町40 代表取締役 山崎一男
コスモテック株式会社0000020044 643-7974 中小企業市内 （取締役 山崎孝治）

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町４５番地 アイビー・ビル３階 代表取締役 平中浩貴
こどーもーしょん株式会社0000023372 644-7010 中小企業市内

京都府京都市 下京区寺町五条上る西橋詰町771番地 代表取締役 小宮山俊朗
湖睦電機株式会社0000018681 341-9271 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町538 ヤサカ烏丸御池ビル3F 代表取締役 今井尊史
株式会社コンパス0000019574 257-1551 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町599番地 代表取締役 尾入孝浩
株式会社ゴードー0000018285 204-8223 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

（京都府）大阪府大阪市西区土佐堀1-4-8 日栄ビル5階 代表取締役 澤井和興
株式会社彩ユニオン0000008816 06-6136-6291 大企業市内 （取締役支店長 魚井一生）

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 南岩ノ本町110 桟敷真敏
桟敷電気設備管理事務所0000018272 080-1479-4116 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山町丹下38丁目47番地 代表者 佐藤和宏
佐藤電気設備管理事務所0000023626 080-3539-2846 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津尻溝町67番地1 代表取締役 伊地知祐吉
株式会社シーエープラント0000015392 863-3300 中小企業市内

京都府京都市 南区久世 上久世町456番地の98 代表 志賀義信
志賀電気設備管理事務所0000020133 932-7716 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地385 所長 茂森敏史
茂森電気設備管理事務所0000023685 591-6227 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
株式会社シティービルサービス0000001864 415-1166 中小企業市内

京都府京都市 西京区大枝 沓掛町26-666 代表取締役 秋山毅
株式会社シネマ・ワーク0000009966 331-7820 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺北町30番地 代表取締役 奥村健次
新栄電気工業株式会社0000001275 312-6161 中小企業市内
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京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町321番 代表取締役 大賀奈津子
株式会社シンコー0000009780 671-5733 中小企業市内

京都府京都市 中京区御池通 間之町東入高宮町206 代表取締役 大江明道
株式会社新日本電池開発0000019528 223-5558 中小企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１番地 取締役社長 村尾修
株式会社ＧＳユアサ0000005197 312-0609 大企業市内 （所長 菅沼和雄）

株式会社ジョイライティングスタ 京都府京都市伏見区桃山町因幡110番地 代表取締役 横江学
0000002793 075-622-2519 中小企業市内ッフ

京都府京都市 右京区太秦 森ケ東町18番地 代表取締役 榎司
株式会社スイトピア0000018706 881-6162 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 第８長谷ビル９F 代表取締役 猪飼昭嗣
株式会社ゼロワン0000013082 344-0101 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市山科区東野中井ノ上町11番地の42 代表取締役 高橋英司
大成被服工業株式会社0000019543 591-8553 中小企業市内

京都府京都市上京区七本松通今小路下ル末之口町４３７番地１１ 代表取締役 瀧葉良男
タキバ電機株式会社0000002059 463-8864 中小企業市内

京都府京都市山科区東野五条通外環西入83-1 代表取締役 竹中慎一
竹中エンジニアリング株式会社0000008421 594-7211 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極豆田町29 取締役社長 小倉勇
株式会社たけびし0000005307 325-2111 大企業市内

京都府京都市上京区油小路通一条上ル元百万編町550番地 所長 立花滋男
立花鐵工所0000001937 441-5584 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院落合町14番地4 代表取締役 田中久喜
株式会社田中ポンプ工業所0000006534 693-8841 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨東半木町67-5 代表取締役 棚橋建介
株式会社棚橋商店0000010684 781-5181 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽金仏町46番地 谷口朗
谷口電気設備管理事務所0000023152 080-5335-8807 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生東土居ノ内町30番地3 代表取締役 谷口實
株式会社谷口電設0000019899 205-3377 中小企業市内

京都府京都市右京区花園扇野町37番地 代表取締役 森本光月
株式会社大興設備開発0000003803 803-0507 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町31番地の7 代表取締役 大郷忠明
有限会社大明電業0000012131 872-7611 中小企業市内
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京都府京都市南区吉祥院池ノ内町83番地 代表取締役 栩谷泰輝
大和電設工業株式会社0000003151 672-3311 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 右京区西院 久保田町18番地 代表取締役社長 公文雅人
大和無線電器株式会社0000019565 311-4707 大企業市内

（販売推進責任者 松井基泰）

京都府京都市下京区西七条東御前田町48番地 代表取締役 水谷洋弥
株式会社データ・テクノ0000009999 313-3275 中小企業市内

京都府京都市南区東九条西岩本町10-2 イリアスオフィス2階 代表理事 上田雄太
一般社団法人ＤＰＣＡ0000021562 606-6865 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京東中合町81番地 代表取締役社長 林真志
株式会社デリブ0000003834 811-7181 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹西高縄町51 代表者 武智信夫
電気設備設計施工メティオ0000018584 366-8526 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川西伊織町１４ 代表取締役 石田博喜
株式会社電竜社0000003652 781-3048 中小企業市内

京都府京都市下京区東洞院通四条下ル 代表取締役社長 渡辺康人
株式会社トーセ0000022230 342-2525 大企業市内

京都府京都市中京区西洞院通四条上る蟷螂山町481 京染会館3Ｆ 代表取締役 渡邊健司
東京移動通信株式会社0000022308 254-3370 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺坊城町28番地の1 代表取締役 伊達知正
東邦電気工業株式会社0000003816 811-3131 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽山等地２０番地 代表取締役 近藤哲也
東洋電工株式会社0000002534 592-6200 中小企業市内

京都府京都市北区衣笠東御所ノ内町46番地 代表取締役 土佐昭範
土佐商行株式会社0000010192 462-8887 中小企業市内

京都府京都市南区東九条河西町15 代表取締役 豊原博詩
株式会社豊原電気土木0000003094 662-5555 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨夜光町16-1 コスモエル下鴨 代表取締役 辻本将仁
株式会社トライソリューション0000023233 777-8078 中小企業市内

京都府京都市中京区姉小路通高倉西入木之下町274番地の6 代表取締役 鳥居正彦
鳥居電業株式会社0000009049 221-7171 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀正会町1番地1 代表取締役 和本賢一
株式会社ドラマ0000022643 585-5352 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町52-5 代表取締役 大賀奈津子
株式会社奈央システム0000021995 693-9090 中小企業市内

京都府京都市 南区唐橋 西寺町33 中島 寛
中島電気設備管理事務所0000019497 757-4407 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南中ノ坪町９番地 代表取締役 中島 保
中島電工株式会社0000003157 672-5181 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽八王神町232番地 代表取締役 仲田博
有限会社仲田電工0000003312 691-9905 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0010 電気機械・器具
0007 その他（電気機械・器具）

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区二条通河原町西入榎木町92番地 代表取締役 中谷泰之
有限会社中谷徽章堂0000009587 231-4072 中小企業市内

京都府京都市上京区浄福寺通丸太町下ル主税町1123番地 取締役 仁木博敏
有限会社仁木電工0000009588 821-0906 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津堤下町６番地 代表取締役 西田博一
株式会社西田電機商会0000007109 881-0487 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺東浦町7番地 代表者 西村立美
西村電気設備管理事務所0000023419 722-5856 中小企業市内

（京都府）京都府京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町159番1 代表取締役社長 松下芳弘
日新電機株式会社0000005041 344-1851 大企業市内 （部長 松田光司）

京都府京都市南区吉祥院池ノ内町8番地 代表取締役 小野昭
日本システム工業株式会社0000003208 681-4488 中小企業市内

京都府京都市左京区松ヶ崎久土町4-1 グレース松ヶ崎509号 代表取締役 上田三佳
日本情報通信株式会社0000019995 721-7888 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパークサイエンスセンタービル４ 代表取締役 山田智樹
株式会社ネットアイアールディー0000016812 315-8639 中小企業市内 号館

京都府京都市右京区太秦蜂岡町10-127 代表 濱田智之
ハマダ電設0000022659 882-8185 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極堤町４３番地の１３ 代表取締役 田中繁信
株式会社ハンシン電気0000001418 321-5473 中小企業市内

京都府京都市下京区綾小路通り新町東入善長寺町143 マスギビル 代表取締役 各務勝己
バンテック株式会社0000009614 342-4623 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂岡本口町６３ 代表取締役 横田篤
株式会社ヒカリ無線0000015307 721-8106 中小企業市内

京都府京都市西京区下津林中島町1番地の352 代表取締役 人見剛生
人見電機株式会社0000001814 392-1855 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂前田町3番地の10 代表取締役 檜伸治
株式会社ひのき硝子0000004652 392-5630 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦安井柳通町20番地 代表取締役 平田彰
株式会社平田電気商会0000011710 811-1534 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町４丁目82番地 代表取締役 黒川毅
株式会社伏見商会0000014119 641-6196 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽南柳長町９５番地 代表取締役 近藤峰治
株式会社フジクール0000004671 612-6222 中小企業市内

京都府京都市下京区東塩小路町606番地 三旺京都駅前ビル７階 代表取締役 高井茂行
株式会社Ｆｕｊｉｔａｋａ0000021464 371-9900 中小企業市内
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代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町８番地の５ 代表取締役社長 小滝寛
富士電気工業株式会社0000003168 672-8581 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草藤森町37番地 大嶽佳雄
藤の森 みのや0000002905 641-5822 中小企業市内

京都府京都市上京区今出川通 六軒町西入西上善寺町184 代表取締役 羽田祐治
有限会社フジムセン0000021815 462-1827 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市北区小山北上総町29番地 代表取締役 山本直樹
北陵電工株式会社0000002179 495-8881 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂東上之段町36番地1 代表者 堀井進
堀井電器店0000021945 275-3019 中小企業市内

京都府京都市北区西賀茂中川上町84番地 ラフォーレダイゴＤ棟202号 代表社員 長田和明
合同会社マーケティング京都0000023241 080-6760-7561 中小企業市内

京都府京都市北区鞍馬口通室町東入小山町221 代表取締役 松浦 秀樹
株式会社松浦電気商会0000001893 431-8155 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南島田町70番地 代表取締役 松本幸治
松電システム株式会社0000008539 671-9300 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内中町6番地 代表取締役 松本博伸
株式会社松本事務光機0000001312 313-1618 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田三ツ杭町68番地 代表取締役 山田高幸
株式会社マハタギ電気商会0000002881 641-2942 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院向田西町11番地 代表取締役 眞鍋雄一郎
株式会社マルナカ0000023184 313-9114 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西内畑町19番地 代表取締役 井上智之
株式会社三井田商事0000002810 622-6611 中小企業市内

京都府京都市中京区西の京三条坊町22番地 代表取締役 園周二
光星電工株式会社0000003795 802-4111 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
都総合管理株式会社0000001859 415-0001 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守順子
都テック株式会社0000009651 415-0030 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐東合場町14番地の14 代表取締役 村井章生
村井電気工事株式会社0000002335 571-0706 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉長谷町28-10 代表 村田省三
村田電気工事0000003382 711-8050 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路草津町26番地の5 代表取締役 大東和弘
明京産業株式会社0000008359 601-8102 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 西檜町17番地2 代表取締役 宿野秀晴
Medico-tec株式会社0000016774 321-4950 中小企業市内
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京都府京都市 西京区樫原 里ノ垣外町32 代表取締役 野本浩司
株式会社素久製作所0000017236 391-3251 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8-442 代表取締役 物加波雅夫
株式会社物加波電設0000020413 205-2331 中小企業市内

京都府京都市伏見区三栖向町765番地 代表取締役 森田晋矢
有限会社森田電設0000002773 621-7293 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山百々町222 代表取締役 桃井剛
八代洗機株式会社0000010535 592-5555 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院西浦町49番地の1 代表取締役 山本真加津
株式会社山本製作所0000022606 681-7344 中小企業市内

京都府京都市伏見区石田桜木3-14-701 吉田義治
吉田電気設備管理事務所0000020533 574-1372 中小企業市内

京都府京都市右京区西院安塚町13番地 代表取締役 吉村恒介
株式会社吉村電機工業所0000001368 314-1251 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山町正宗30番地の6･31番地の1合地 代表取締役 吉本上
ヨシモトプロテック株式会社0000020175 603-6123 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院西ノ内町2 米村健治
米村電気設備管理事務所0000019522 681-2889 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島外山町25 代表取締役 垂井克生
株式会社ＲＩＤＥＮ0000022052 286-3696 中小企業市内

京都府京都市 中京区西ノ京 東中合町81番地 代表取締役 高田俊介
株式会社ラクソル0000018749 823-7010 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺西水干町4番地 代表取締役 關秀哉
株式会社流0000010070 722-3354 中小企業市内

株式会社令和テックコーポレーシ 京都府京都市山科区椥辻平田町150 代表取締役 木倉康博
0000016263 204-4880 中小企業市内ョン

ワールドビジネスセンター株式会 京都府京都市南区西九条東御幸田町25番2 代表取締役 谷口孝重
0000008263 662-1200 中小企業市内社

京都府京都市 南区西九条 豊田町26番地 代表取締役 岩崎隆二
和晃技研株式会社0000018242 681-6291 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極東衣手町５５番地の１ 代表取締役 両角明広
有限会社和光電気工事0000001221 311-5300 中小企業市内
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0011 機械器具・工具
0001 工具・工作機械

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市伏見区横大路千両松町8番地1 代表取締役 豊田南星
有限会社アイデン0000016561 200-3300 中小企業市内

京都府京都市左京区二条通新間之町西入頭町333番地 代表取締役 青山悦大
青山商事株式会社0000003548 075-761-2161 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽戒光28番地の1 代表取締役 齋藤清一
アクティブ京都株式会社0000019280 748-8156 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の188 代表取締役 浅野裕一
アサノ電気工事株式会社0000020264 312-0033 中小企業市内

京都府京都市山科区川田御出町32番地26 代表取締役 栗山将輝
朝日リペア株式会社0000002353 501-4777 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町10番地 代表取締役 中森悠輔
株式会社泉産業0000008957 312-6551 中小企業市内

京都府京都市右京区京北下中町経田7-4 代表取締役 大栢喜久夫
有限会社いそべ電気0000011725 854-0536 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通高辻上る万里小路町１７８番地 代表取締役 市川和男
市川電気工業株式会社0000001610 351-3992 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町42番地 代表取締役 植村紀貴
株式会社植村酸素0000003137 075-672-0131 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路貴船15番地8 代表取締役 井上眞智子
株式会社ウェルアップ0000019816 611-3555 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東石ヶ坪町3番地 代表取締役 浦田篤人
株式会社浦田建装0000001442 326-2710 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草馬谷町34番3 代表取締役 馬場啓行
有限会社ヴァンヴァンカンパニー0000017239 075-634-8411 中小企業市内

京都府京都市下京区七条通西洞院東入夷之町689番地 代表取締役 野々内裕樹
近江屋ロープ株式会社0000001673 361-2301 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

京都府京都市山科区東野狐薮町7番地1 代表取締役 奥田英詔
株式会社奥田0000002554 593-2800 中小企業市内

京都府京都市東山区正面通本町西入正面町328 代表取締役 尾崎俊治
株式会社尾崎商店0000012990 561-5317 中小企業市内
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京都府京都市南区東九条西河辺町33番地 代表取締役 植木力
株式会社カスタネット0000004680 075-681-9100 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市西京区川島滑樋町51番地 代表取締役 小原弘也
株式会社桂建材店0000020156 874-6410 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町７２番地の１ 代表取締役 鎌谷裕介
株式会社鎌電0000001306 313-1161 中小企業市内

京都府京都市南区大宮通八条下る東寺東門前町18番地 代表取締役 田中聡一
株式会社川村商店0000003294 691-6623 中小企業市内

京都府京都市 右京区西京極 北大入町113番地 代表取締役 川本貴博
株式会社川本商店0000017356 313-1112 中小企業市内

京都府京都市左京区修学院中林町1番地 代表取締役 神田拓哉
株式会社神田設備0000003667 781-4513 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通五条上る西橋詰町七五二番地 代表取締役 山本修三
有限会社画箋堂0000001527 341-3288 中小企業市内

京都府京都市東山区大和大路通五条上ル東入池殿町205番地 代表取締役 北出秀光
有限会社北出商店0000002286 561-3924 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通松原下ル難波町412番地 代表取締役 木下喜隆
株式会社京榮商会0000001379 341-4151 中小企業市内

京都府京都市東山区清水四丁目171 代表取締役 岩崎勤
株式会社京都イワサキ0000002281 075-561-3110 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽菅田町39 代表取締役 倉本和幸
株式会社京都設備0000003026 661-1155 中小企業市内

京都府京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町18番地1 代表取締役 高尾政年
株式会社京都タカオシン0000003515 075-751-7755 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦松本町14番地 代表取締役 難波太郎
京都帝酸株式会社0000004002 861-1181 中小企業市内

京都府京都市右京区西院六反田町53 代表取締役 神舎佳代子
京都電業株式会社0000008156 311-1500 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我本町11-8 代表取締役 小泉光太郎
京都麻業株式会社0000004168 933-8100 中小企業市内

京都府京都市 南区久世 殿城町280番地の1 代表取締役 竹崎幸生
京洛機電株式会社0000018149 931-1728 中小企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院池田町8番地 代表取締役 西田繁夫
株式会社共和0000011703 681-2506 中小企業市内 （所長 三浦康利）

京都府京都市山科区大宅御供田町193番地4 代表取締役社長 山田健
桐田機工株式会社0000005482 501-5481 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町117番地 代表取締役 齊藤聖史
近畿工管株式会社0000017953 801-9312 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0011 機械器具・工具
0001 工具・工作機械

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市山科区大塚丹田32番地5 代表取締役 梅原功
株式会社京滋機械工業0000018280 582-8901 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

（京都府）京都府京都市西京区桂千代原町61-5 代表取締役 竹内博
株式会社桂電社0000023157 391-1277 中小企業市内 （取締役 竹内淳祐）

京都府京都市北区紫野石龍町23番地の11 代表取締役 小池高史
小池教材株式会社0000002133 492-1005 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦開日町5番地4 代表取締役 小泉伸洋
株式会社コイズミデザイン0000023558 865-3808 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院通寺の内下る古美濃部町185番地 代表取締役 山本昌史
株式会社宏栄山本0000001960 451-2222 中小企業市内

京都府京都市 右京区西京極郡町110番地1 代表取締役 小西聡
コニー株式会社0000020503 312-9696 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市左京区田中上玄京町17番地の8 代表取締役 笹原俊見
株式会社笹原技研0000009221 701-8053 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院中島町35番地 代表取締役 森昌哉
三光機工株式会社0000003197 681-2771 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂森下町1番地の107 代表取締役 清水雅弘
株式会社清水金物店0000010778 391-5228 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市南区西九条菅田町3番地1 代表取締役 藤井正
晶和電気工業株式会社0000003075 661-7048 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田二本松町62 代表取締役 藤原裕康
株式会社高尾製作所0000003539 761-1121 中小企業市内

京都府京都市上京区七本松通今小路下ル末之口町４３７番地１１ 代表取締役 瀧葉良男
タキバ電機株式会社0000002059 463-8864 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0011 機械器具・工具
0001 工具・工作機械

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市上京区油小路通一条上ル元百万編町550番地 所長 立花滋男
立花鐵工所0000001937 441-5584 中小企業市内

京都府京都市 山科区四ノ宮 神田町24番地5 代表取締役 田中敏純
株式会社田中製作所0000018133 077-514-7750 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽石橋町1-1 代表取締役 谷口拓也
谷口機械株式会社0000003018 661-0225 中小企業市内

京都府京都市右京区西院平町拾番地 代表取締役 井上雅文
株式会社大黒商会0000008094 311-3320 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路西海道65番地 代表取締役 若山昭裕
株式会社大東機工0000008825 632-1131 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町23番地の2 代表取締役 拝師知行
株式会社大同0000001228 311-7108 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 右京区西院 久保田町18番地 代表取締役社長 公文雅人
大和無線電器株式会社0000019565 311-4707 大企業市内 （販売推進責任者 松井基泰）

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 代表取締役 馬場重信
中信リース＆カード株式会社0000021764 255-5573 中小企業市内

有限会社電気の店なかじま寺ノ内 京都府京都市北区紫野中柏野町21番地 代表取締役 中嶌重男
0000019882 462-7123 中小企業市内店

京都府京都市伏見区横大路柿ノ本町12番地1 代表取締役 田野中敏晃
東洋濾水機株式会社0000002623 601-5206 中小企業市内

京都府京都市北区衣笠東御所ノ内町46番地 代表取締役 土佐昭範
土佐商行株式会社0000010192 462-8887 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町四丁目60番地の3 代表取締役 富永秀雄
株式会社富永建設0000002918 641-7695 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町36番地 取締役 辻井司
有限会社冨山硝子店0000023394 325-0333 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市左京区仁王門通新東洞院東入新東洞院町284 中井和夫
中井住宅設備0000010009 761-0379 中小企業市内

京都府京都市下京区万寿寺通高倉東入官社殿町189番地 代表取締役 小吹修三
株式会社中川商店0000001599 351-2683 中小企業市内

京都府京都市右京区西院安塚町98番地 代表取締役 中西博也
株式会社中西塗料店0000022882 313-1991 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0011 機械器具・工具
0001 工具・工作機械

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市山科区小野荘司町１３番地１３ 代表取締役 成宮潤
株式会社ナルミヤ0000011920 574-2141 中小企業市内

京都府京都市左京区高野泉町11番地の146 代表取締役 西勇太
有限会社西デンキ0000010444 711-2676 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生馬場町15番地の5 代表取締役 西村太嗣
株式会社 西村新0000003928 841-2106 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町54番地の8 代表取締役 松本秀史
日本機鋼株式会社0000001197 311-2089 中小企業市内

京都府京都市南区大宮通八条下る東寺東門前町40番地 代表社員 川村正一
合同会社ハートクリーン0000022652 662-6157 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田中阿達町47番地 代表取締役 林洋一
株式会社林製作所0000003597 075-771-3051 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

京都府京都市南区久世殿城町14番地 代表取締役 坂本進
株式会社ＰＧメカニズム0000022899 922-2331 中小企業市内

京都府京都市東山区本町八丁目82-4 代表取締役 石部厚彦
株式会社フカクサ0000016548 551-1701 中小企業市内

京都府京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町519番地12 代表取締役 片山敦司
有限会社福井度量器0000013732 366-8871 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町４丁目82番地 代表取締役 黒川毅
株式会社伏見商会0000014119 641-6196 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極橋詰町18番地 代表取締役 金山政寿
扶餘建設工業株式会社0000001291 312-8888 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市下京区中堂寺南町124番地 代表取締役 増田芳信
有限会社増田塗料店0000014695 312-8665 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽尻切町15-4 代表取締役 松尾吉起
株式会社マツオ0000003065 661-5200 中小企業市内

京都府京都市東山区三条通古川町東入分木町75番地 代表取締役 宮川善文
株式会社松永文商店0000003502 751-1136 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内中町6番地 代表取締役 松本博伸
株式会社松本事務光機0000001312 313-1618 中小企業市内

京都府京都市伏見区日野西風呂町52番地11 石曽根守秀
マルイシデンキ0000002393 572-6440 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院向田西町11番地 代表取締役 眞鍋雄一郎
株式会社マルナカ0000023184 313-9114 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0011 機械器具・工具
0001 工具・工作機械

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区東九条中札ノ辻町38番地 代表取締役 出野哲也
丸福産業株式会社0000003034 661-2171 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京小倉町4番地 代表取締役 吉田忠之
有限会社丸安商会0000014689 841-4291 中小企業市内

京都府京都市下京区万寿寺通寺町西入植松町736番地 取締役 松田義教
有限会社萬善0000001603 351-3074 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西内畑町19番地 代表取締役 井上智之
株式会社三井田商事0000002810 622-6611 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

京都府京都市 西京区樫原 里ノ垣外町32 代表取締役 野本浩司
株式会社素久製作所0000017236 391-3251 中小企業市内

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス

京都府京都市北区紫野宮西町17番地の1 代表取締役 森尚茂
株式会社森商会0000009660 414-0515 中小企業市内

京都府京都市伏見区三栖向町765番地 代表取締役 森田晋矢
有限会社森田電設0000002773 621-7293 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1 代表取締役 森本裕康
株式会社森本八十八商店0000001236 311-8231 中小企業市内

京都府京都市下京区油小路通木津屋橋下ル北不動堂町522番地 代表取締役 平義樹
株式会社山村0000008393 371-2767 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町222番地 代表取締役 山村隆
株式会社ヤマムラ0000020205 622-2855 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京池ノ内町26 田中博之
ユーテックサービス0000021784 801-4336 中小企業市内

京都府京都市上京区元誓願寺通千本東入元四丁目428番地 代表取締役 渡辺和昭
株式会社吉本機料店0000001975 075-451-7781 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南苗代町5番地の1 代表取締役 新井成柱
株式会社ラ・テール0000010557 681-3431 中小企業市内

株式会社令和テックコーポレーシ 京都府京都市山科区椥辻平田町150 代表取締役 木倉康博
0000016263 204-4880 中小企業市内ョン

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0011 機械器具・工具
0002 ミシン

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市中京区富小路通錦小路上ル高宮町595番地 代表取締役 奥谷洋平
奥谷電機株式会社0000000862 221-1809 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通寺町東入ル榎木町80 代表取締役 河村泰三
京都電工株式会社0000000812 075-211-7321 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

京都府京都市北区紫野石龍町23番地の11 代表取締役 小池高史
小池教材株式会社0000002133 492-1005 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京南聖町18番地 代表取締役 金岡諒樹
株式会社ジャストトレード0000020479 813-5828 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 代表取締役 馬場重信
中信リース＆カード株式会社0000021764 255-5573 中小企業市内

株式会社でんきの大京チェーン本 京都府京都市下京区西七条北西野町38番地の4 代表取締役 花村明夫
0000001344 313-7136 中小企業市内店

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦安井柳通町20番地 代表取締役 平田彰
株式会社平田電気商会0000011710 811-1534 中小企業市内

京都府京都市東山区本町八丁目82-4 代表取締役 石部厚彦
株式会社フカクサ0000016548 551-1701 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0011 機械器具・工具
0002 ミシン

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス

株式会社令和テックコーポレーシ 京都府京都市山科区椥辻平田町150 代表取締役 木倉康博
0000016263 204-4880 中小企業市内ョン

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0011 機械器具・工具
0003 石油・ガス機械器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市伏見区横大路千両松町8番地1 代表取締役 豊田南星
有限会社アイデン0000016561 200-3300 中小企業市内

京都府京都市山科区川田御出町32番地26 代表取締役 栗山将輝
朝日リペア株式会社0000002353 501-4777 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市右京区京北下中町経田7-4 代表取締役 大栢喜久夫
有限会社いそべ電気0000011725 854-0536 中小企業市内

京都府京都市北区紫野雲林院町53番地の3 代表取締役 居附正樹
株式会社いづき0000001902 432-2141 中小企業市内

京都府京都市下京区和気町15番地 代表取締役 伊東卓男
伊東公業株式会社0000009695 361-6451 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町42番地 代表取締役 植村紀貴
株式会社植村酸素0000003137 075-672-0131 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

京都府京都市中京区富小路通錦小路上ル高宮町595番地 代表取締役 奥谷洋平
奥谷電機株式会社0000000862 221-1809 中小企業市内

京都府京都市西京区大原野灰方町68-2 代表取締役 小田精彰
株式会社小田石油0000016816 331-0140 中小企業市内

京都府京都市右京区花園巽南町17-14 代表取締役 苅谷愼一
株式会社カインドガス0000002065 693-5536 中小企業市内

京都府京都市西京区桂春日町50番地2 代表取締役 中村幸司
株式会社桂ガスセンター0000001758 381-3142 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市上京区下立売通千本東入田中町468番地 代表取締役 葛城洋和
株式会社かつらぎ0000003820 811-4111 中小企業市内

京都府京都市上京区中立売通堀川西入役人町238番地の2 代表取締役 葛城敏史
かつらぎ瓦斯器具株式会社0000001881 431-4111 中小企業市内

京都府京都市 右京区西京極 北大入町113番地 代表取締役 川本貴博
株式会社川本商店0000017356 313-1112 中小企業市内

京都府京都市左京区修学院中林町1番地 代表取締役 神田拓哉
株式会社神田設備0000003667 781-4513 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通松原下ル難波町412番地 代表取締役 木下喜隆
株式会社京榮商会0000001379 341-4151 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0011 機械器具・工具
0003 石油・ガス機械器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区上鳥羽菅田町39 代表取締役 倉本和幸
株式会社京都設備0000003026 661-1155 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通寺町東入ル榎木町80 代表取締役 河村泰三
京都電工株式会社0000000812 075-211-7321 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北庄境町10番地 代表取締役 新井春樹
京都陶芸機材有限会社0000016811 316-1656 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原東之口町4番地 代表取締役 小林一広
株式会社キョウプロ0000011761 681-0599 大企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院池田町8番地 代表取締役 西田繁夫
株式会社共和0000011703 681-2506 中小企業市内 （所長 三浦康利）

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

（京都府）京都府京都市西京区桂千代原町61-5 代表取締役 竹内博
株式会社桂電社0000023157 391-1277 中小企業市内

（取締役 竹内淳祐）

京都府京都市右京区京北下中町下河原1番地 代表取締役 上村紀文
京北石油株式会社0000011713 075-854-0402 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院通寺の内下る古美濃部町185番地 代表取締役 山本昌史
株式会社宏栄山本0000001960 451-2222 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽広長町226番地 代表取締役 成田克永
株式会社成研0000002794 622-2660 中小企業市内

全国農業協同組合連合会京都府本 （京都府）京都府南丹市園部町上木崎町年ノ森3番地 府本部長 宅間敏廣
0000013770 0771-63-5221 大企業市内

（所長 後野敬太）部

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺東堂田町267番地 代表取締役 山田章博
太陽電機工業株式会社0000002497 591-7900 中小企業市内

京都府京都市上京区油小路通一条上ル元百万編町550番地 所長 立花滋男
立花鐵工所0000001937 441-5584 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨東半木町67-5 代表取締役 棚橋建介
株式会社棚橋商店0000010684 781-5181 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町104番地の1 代表取締役 増田貴光
株式会社大京0000007219 661-5575 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0011 機械器具・工具
0003 石油・ガス機械器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市右京区西院平町拾番地 代表取締役 井上雅文
株式会社大黒商会0000008094 311-3320 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 右京区西院 久保田町18番地 代表取締役社長 公文雅人
大和無線電器株式会社0000019565 311-4707 大企業市内 （販売推進責任者 松井基泰）

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 代表取締役 馬場重信
中信リース＆カード株式会社0000021764 255-5573 中小企業市内

有限会社電気の店なかじま寺ノ内 京都府京都市北区紫野中柏野町21番地 代表取締役 中嶌重男
0000019882 462-7123 中小企業市内店

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市左京区仁王門通新東洞院東入新東洞院町284 中井和夫
中井住宅設備0000010009 761-0379 中小企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院稲葉町19-1 代表取締役 野間英治
野間ガスサービス株式会社0000004195 682-3747 中小企業市内

（所長 山岸 晋）

京都府京都市 下京区朱雀 分木町市有地 社長 林憲司
林金物店0000017369 311-7069 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津中倉町18番地の8 代表取締役 日尾照雄
株式会社日尾商事0000004092 881-4343 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂岡本口町６３ 代表取締役 横田篤
株式会社ヒカリ無線0000015307 721-8106 中小企業市内

京都府京都市山科区御陵大津畑町16番地の6 代表取締役 西村隆一郎
株式会社東山0000010152 501-1022 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦安井柳通町20番地 代表取締役 平田彰
株式会社平田電気商会0000011710 811-1534 中小企業市内

京都府京都市南区久世殿城町14番地 代表取締役 坂本進
株式会社ＰＧメカニズム0000022899 922-2331 中小企業市内

京都府京都市東山区本町八丁目82-4 代表取締役 石部厚彦
株式会社フカクサ0000016548 551-1701 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市伏見区日野西風呂町52番地11 石曽根守秀
マルイシデンキ0000002393 572-6440 中小企業市内

京都府京都市右京区常盤窪町2-15 水島啓一朗
みずしま金物0000008188 871-7481 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町四丁目５５番地 代表取締役 神谷秀男
ムツミ商事株式会社0000005899 642-1555 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0011 機械器具・工具
0003 石油・ガス機械器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区吉祥院池ノ内町１番地 代表取締役社長 高橋潤
明和管工業株式会社0000003227 681-7171 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺壬生川町8の6 代表取締役 森本稔
森本配管株式会社0000001542 341-6251 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山百々町222 代表取締役 桃井剛
八代洗機株式会社0000010535 592-5555 中小企業市内

株式会社令和テックコーポレーシ 京都府京都市山科区椥辻平田町150 代表取締役 木倉康博
0000016263 204-4880 中小企業市内ョン

京都府京都市下京区中堂寺鍵田町16番地の4 代表取締役 澤田道宏
株式会社若葉給排気設備センター0000014480 351-3923 中小企業市内

京都府京都市中京区聚楽廻南町一番地 代表取締役 渡辺大輔
渡辺商事株式会社0000003935 841-2907 中小企業市内

京都府京都市北区紫野下門前町63 代表取締役 土山千三
株式会社ワットムセン0000009872 492-4666 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0011 機械器具・工具
0004 厨房機械・器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市左京区一乗寺里ノ前町24番地24 パークハイツ２０１ 代表社員 岡部晋平
合同会社ＩＯＫ0000022824 746-2827 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町8番地1 代表取締役 豊田南星
有限会社アイデン0000016561 200-3300 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中川原町381番地 代表取締役社長 森下陽治
石黒メディカルシステム株式会社0000000933 075-641-1496 中小企業市内

京都府京都市北区紫野雲林院町53番地の3 代表取締役 居附正樹
株式会社いづき0000001902 432-2141 中小企業市内

有限会社イマイ・メディカル・ケ 京都府京都市左京区岩倉長谷町470番地 代表取締役 今井敦子
0000020480 721-9002 中小企業市内ア

イワモトエンジニアリング株式会 京都府京都市北区小山西元町47番地2 代表取締役 藤原和正
0000002158 492-7771 中小企業市内社

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南石田町７４番地２ 代表取締役 玉泉久慶
エネテック京都株式会社0000006173 693-6530 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

京都府京都市中京区富小路通錦小路上ル高宮町595番地 代表取締役 奥谷洋平
奥谷電機株式会社0000000862 221-1809 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市上京区下立売通千本東入田中町468番地 代表取締役 葛城洋和
株式会社かつらぎ0000003820 811-4111 中小企業市内

京都府京都市上京区中立売通堀川西入役人町238番地の2 代表取締役 葛城敏史
かつらぎ瓦斯器具株式会社0000001881 431-4111 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町７２番地の１ 代表取締役 鎌谷裕介
株式会社鎌電0000001306 313-1161 中小企業市内

京都府京都市 右京区西京極 北大入町113番地 代表取締役 川本貴博
株式会社川本商店0000017356 313-1112 中小企業市内

京都府京都市左京区修学院中林町1番地 代表取締役 神田拓哉
株式会社神田設備0000003667 781-4513 中小企業市内
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京都府京都市下京区河原町通松原下ル難波町412番地 代表取締役 木下喜隆
株式会社京榮商会0000001379 341-4151 中小企業市内

株式会社京都エー・ブイ・システ 京都府京都市下京区西七条南月読町45番地 代表取締役 米本和男
0000001415 321-4536 中小企業市内ム

京都府京都市南区上鳥羽菅田町39 代表取締役 倉本和幸
株式会社京都設備0000003026 661-1155 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通寺町東入ル榎木町80 代表取締役 河村泰三
京都電工株式会社0000000812 075-211-7321 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚中溝町36-1 代表取締役 進藤稔
株式会社京都ラボ0000002592 595-5127 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原東之口町4番地 代表取締役 小林一広
株式会社キョウプロ0000011761 681-0599 大企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院池田町8番地 代表取締役 西田繁夫
株式会社共和0000011703 681-2506 中小企業市内

（所長 三浦康利）

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町117番地 代表取締役 齊藤聖史
近畿工管株式会社0000017953 801-9312 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

（京都府）京都府京都市西京区桂千代原町61-5 代表取締役 竹内博
株式会社桂電社0000023157 391-1277 中小企業市内 （取締役 竹内淳祐）

京都府京都市右京区京北下中町下河原1番地 代表取締役 上村紀文
京北石油株式会社0000011713 075-854-0402 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦開日町5番地4 代表取締役 小泉伸洋
株式会社コイズミデザイン0000023558 865-3808 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院通寺の内下る古美濃部町185番地 代表取締役 山本昌史
株式会社宏栄山本0000001960 451-2222 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀正会町28番地の7 代表取締役 宮西貴士
株式会社生研0000001719 371-1651 中小企業市内

全国農業協同組合連合会京都府本 （京都府）京都府南丹市園部町上木崎町年ノ森3番地 府本部長 宅間敏廣
0000013770 0771-63-5221 大企業市内 （所長 後野敬太）部

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内
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京都府京都市上京区油小路通一条上ル元百万編町550番地 所長 立花滋男
立花鐵工所0000001937 441-5584 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨東半木町67-5 代表取締役 棚橋建介
株式会社棚橋商店0000010684 781-5181 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 右京区西院 久保田町18番地 代表取締役社長 公文雅人
大和無線電器株式会社0000019565 311-4707 大企業市内 （販売推進責任者 松井基泰）

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 代表取締役 馬場重信
中信リース＆カード株式会社0000021764 255-5573 中小企業市内

有限会社電気の店なかじま寺ノ内 京都府京都市北区紫野中柏野町21番地 代表取締役 中嶌重男
0000019882 462-7123 中小企業市内店

京都府京都市下京区七条通大宮西入花畑町80番地 代表取締役 礪波具治
株式会社トナミ0000001687 361-6261 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市左京区仁王門通新東洞院東入新東洞院町284 中井和夫
中井住宅設備0000010009 761-0379 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生馬場町15番地の5 代表取締役 西村太嗣
株式会社 西村新0000003928 841-2106 中小企業市内

京都府京都市 下京区朱雀 分木町市有地 社長 林憲司
林金物店0000017369 311-7069 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津中倉町18番地の8 代表取締役 日尾照雄
株式会社日尾商事0000004092 881-4343 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂岡本口町６３ 代表取締役 横田篤
株式会社ヒカリ無線0000015307 721-8106 中小企業市内

京都府京都市山科区御陵大津畑町16番地の6 代表取締役 西村隆一郎
株式会社東山0000010152 501-1022 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦安井柳通町20番地 代表取締役 平田彰
株式会社平田電気商会0000011710 811-1534 中小企業市内

京都府京都市東山区本町八丁目82-4 代表取締役 石部厚彦
株式会社フカクサ0000016548 551-1701 中小企業市内

京都府京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町519番地12 代表取締役 片山敦司
有限会社福井度量器0000013732 366-8871 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市下京区東塩小路町606番地 三旺京都駅前ビル７階 代表取締役 高井茂行
株式会社Ｆｕｊｉｔａｋａ0000021464 371-9900 中小企業市内
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株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 代表取締役 戸島耕二
株式会社増田医科器械0000005357 623-7111 中小企業市内

京都府京都市下京区堀川通松原上る来迎堂町726番地 代表取締役 松浦吉洋
株式会社松浦食器店0000003877 821-4141 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田三ツ杭町68番地 代表取締役 山田高幸
株式会社マハタギ電気商会0000002881 641-2942 中小企業市内

京都府京都市右京区常盤窪町2-15 水島啓一朗
みずしま金物0000008188 871-7481 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1 代表取締役 森本裕康
株式会社森本八十八商店0000001236 311-8231 中小企業市内

京都府京都市中京区堺町通四条上ル八百屋町551番地1 代表取締役 八木清照
株式会社八木厨房機器製作所0000000776 211-3591 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京池ノ内町26 田中博之
ユーテックサービス0000021784 801-4336 中小企業市内

株式会社令和テックコーポレーシ 京都府京都市山科区椥辻平田町150 代表取締役 木倉康博
0000016263 204-4880 中小企業市内ョン

（京都府）京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番地の2 代表取締役 村田清和
ワタキューセイモア株式会社0000004310 0774-82-5101 中小企業市内 （支店長 奥山剛治）

京都府京都市中京区聚楽廻南町一番地 代表取締役 渡辺大輔
渡辺商事株式会社0000003935 841-2907 中小企業市内

京都府京都市北区紫野下門前町63 代表取締役 土山千三
株式会社ワットムセン0000009872 492-4666 中小企業市内
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京都府京都市 中京区両替町通 御池上る龍池町449番地1 代表取締役 村田雅明
株式会社アーキエムズ0000015413 241-2227 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町8番地1 代表取締役 豊田南星
有限会社アイデン0000016561 200-3300 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町74番地 代表取締役 杉本正治
有限会社アクアテック0000006604 603-7722 中小企業市内

京都府京都市山科区川田御出町32番地26 代表取締役 栗山将輝
朝日リペア株式会社0000002353 501-4777 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通高辻上る万里小路町１７８番地 代表取締役 市川和男
市川電気工業株式会社0000001610 351-3992 中小企業市内

京都府京都市北区紫野雲林院町53番地の3 代表取締役 居附正樹
株式会社いづき0000001902 432-2141 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町74番地 代表取締役 伊藤通
株式会社伊藤設備工業所0000002388 603-7677 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町42番地 代表取締役 植村紀貴
株式会社植村酸素0000003137 075-672-0131 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路貴船15番地8 代表取締役 井上眞智子
株式会社ウェルアップ0000019816 611-3555 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

株式会社エフティーコーポレーシ 京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町5番地2 代表取締役 藤原彰
0000021254 693-7117 中小企業市内ョン

京都府京都市下京区七条通西洞院東入夷之町689番地 代表取締役 野々内裕樹
近江屋ロープ株式会社0000001673 361-2301 中小企業市内

京都府京都市 下京区綾小路通 寺町西入足袋屋町332番地の1 代表取締役 大島博司
大島テープ株式会社0000018079 361-3101 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

京都府京都市南区西九条豊田町4 代表取締役 大井祥吾
株式会社大宮ポンプ製作所0000018602 661-0681 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽森廻り町６番地の９ 代表取締役 小野直樹
株式会社小野設備0000002558 593-3635 中小企業市内

京都府京都市南区西九条蔵王町38番地 代表取締役 八木啓之
春日設備工業株式会社0000003126 671-5377 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内
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京都府京都市西京区川島滑樋町51番地 代表取締役 小原弘也
株式会社桂建材店0000020156 874-6410 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町７２番地の１ 代表取締役 鎌谷裕介
株式会社鎌電0000001306 313-1161 中小企業市内

京都府京都市 右京区西京極 北大入町113番地 代表取締役 川本貴博
株式会社川本商店0000017356 313-1112 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町50番地 代表取締役 大田吉久
環協株式会社0000002798 622-0100 中小企業市内

京都府京都市東山区大和大路通五条上ル東入池殿町205番地 代表取締役 北出秀光
有限会社北出商店0000002286 561-3924 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草野手町28番地 望月州子
木村鍵製作所0000014581 641-8600 中小企業市内

京都府京都市右京区西院金槌町拾壱番地 代表取締役 加藤燦弘
京栄水道株式会社0000001184 311-0521 中小企業市内

京都府京都市東山区清水四丁目171 代表取締役 岩崎勤
株式会社京都イワサキ0000002281 075-561-3110 中小企業市内

京都府京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町167番 理事長 石原敏彦
一般財団法人京都市都市整備公社0000012704 361-7431 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽菅田町39 代表取締役 倉本和幸
株式会社京都設備0000003026 661-1155 中小企業市内

京都府京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町18番地1 代表取締役 高尾政年
株式会社京都タカオシン0000003515 075-751-7755 中小企業市内

京都府京都市右京区西院六反田町53 代表取締役 神舎佳代子
京都電業株式会社0000008156 311-1500 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北庄境町10番地 代表取締役 新井春樹
京都陶芸機材有限会社0000016811 316-1656 中小企業市内

京都府京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町121番地の3 取締役 中川淳
有限会社京都保全管理0000023101 462-8871 中小企業市内

京都府京都市 南区久世 殿城町280番地の1 代表取締役 竹崎幸生
京洛機電株式会社0000018149 931-1728 中小企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院池田町8番地 代表取締役 西田繁夫
株式会社共和0000011703 681-2506 中小企業市内 （所長 三浦康利）

京都府京都市南区上鳥羽角田町89番地 代表取締役 金光鐘楽
京和産業株式会社0000004528 681-5291 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅御供田町193番地4 代表取締役社長 山田健
桐田機工株式会社0000005482 501-5481 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通二条下ル妙満寺前町450番地の3 代表取締役 長谷川哲也
株式会社キンキ0000000799 211-5461 中小企業市内

京都府京都市北区小山下総町31番地22 代表取締役 大家真季子
株式会社ケーアイメディカル0000019297 441-6677 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0011 機械器具・工具
0005 特殊機械器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市山科区大塚丹田32番地5 代表取締役 梅原功
株式会社京滋機械工業0000018280 582-8901 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦開日町5番地4 代表取締役 小泉伸洋
株式会社コイズミデザイン0000023558 865-3808 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院通寺の内下る古美濃部町185番地 代表取締役 山本昌史
株式会社宏栄山本0000001960 451-2222 中小企業市内

京都府京都市 右京区西京極郡町110番地1 代表取締役 小西聡
コニー株式会社0000020503 312-9696 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市左京区田中上玄京町17番地の8 代表取締役 笹原俊見
株式会社笹原技研0000009221 701-8053 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院中島町35番地 代表取締役 森昌哉
三光機工株式会社0000003197 681-2771 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
株式会社シティービルサービス0000001864 415-1166 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨東本町15番地 中溝秀行
下鴨陶芸0000009969 781-5514 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市 右京区太秦 森ケ東町18番地 代表取締役 榎司
株式会社スイトピア0000018706 881-6162 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町33番地 代表取締役 鈴木明廣
株式会社鈴木メンテナンス0000001209 311-3888 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽広長町226番地 代表取締役 成田克永
株式会社成研0000002794 622-2660 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田二ノ段町58番地の2 代表取締役 松本祥平
有限会社大成浄美社0000003265 691-1285 中小企業市内

京都府京都市山科区東野門口町48番地 代表取締役 竹之内米貴
竹之内運送株式会社0000002522 592-3900 中小企業市内

京都府京都市上京区油小路通一条上ル元百万編町550番地 所長 立花滋男
立花鐵工所0000001937 441-5584 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0011 機械器具・工具
0005 特殊機械器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区吉祥院落合町14番地4 代表取締役 田中久喜
株式会社田中ポンプ工業所0000006534 693-8841 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽石橋町1-1 代表取締役 谷口拓也
谷口機械株式会社0000003018 661-0225 中小企業市内

京都府京都市右京区花園扇野町37番地 代表取締役 森本光月
株式会社大興設備開発0000003803 803-0507 中小企業市内

京都府京都市右京区西院平町拾番地 代表取締役 井上雅文
株式会社大黒商会0000008094 311-3320 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町23番地の2 代表取締役 拝師知行
株式会社大同0000001228 311-7108 中小企業市内

京都府京都市西京区桂上野中町249番地 代表取締役 小澤徳也
大同興業株式会社0000001815 392-2440 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町32番地1 代表取締役 高野永斗
大和環境保全株式会社0000003186 681-1547 中小企業市内

特定非営利活動法人地域環境デザ 京都府京都市中京区壬生松原町3番地 代表理事 太田航平
0000016814 205-1433 中小企業市内イン研究所ｅｃｏｔｏｎｅ

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 代表取締役 馬場重信
中信リース＆カード株式会社0000021764 255-5573 中小企業市内

京都府京都市下京区間之町通松原上る稲荷町540番地 代表取締役 堤孝
株式会社堤淺吉漆店0000001626 351-6279 中小企業市内

有限会社トータルプランニングア 京都府京都市南区上鳥羽金仏35番地 代表取締役 水谷泉
0000022631 692-3500 中小企業市内イム

京都府京都市右京区西院松井町6番地 代表取締役 尾崎彰
株式会社東洋エンタープライズ0000006438 321-8484 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路柿ノ本町12番地1 代表取締役 田野中敏晃
東洋濾水機株式会社0000002623 601-5206 中小企業市内

京都府京都市北区衣笠東御所ノ内町46番地 代表取締役 土佐昭範
土佐商行株式会社0000010192 462-8887 中小企業市内

京都府京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町121番地の3 代表取締役 中川淳
株式会社中川工業所0000001989 461-2305 中小企業市内

京都府京都市上京区千本通芦山寺上る閻魔前町二番地 代表取締役 成瀬隆之
成瀬農機具株式会社0000001981 461-0526 中小企業市内

京都府京都市山科区小野荘司町１３番地１３ 代表取締役 成宮潤
株式会社ナルミヤ0000011920 574-2141 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田中阿達町47番地 代表取締役 林洋一
株式会社林製作所0000003597 075-771-3051 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山欠ノ上町60番地の1 代表取締役 山本孝司
東山管理センター株式会社0000002510 592-0003 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0011 機械器具・工具
0005 特殊機械器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

京都府京都市南区久世殿城町14番地 代表取締役 坂本進
株式会社ＰＧメカニズム0000022899 922-2331 中小企業市内

京都府京都市東山区本町八丁目82-4 代表取締役 石部厚彦
株式会社フカクサ0000016548 551-1701 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦和泉式部町12番地 代表取締役 川瀬貴也
扶桑管工業株式会社0000004001 861-1157 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極橋詰町18番地 代表取締役 金山政寿
扶餘建設工業株式会社0000001291 312-8888 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽尻切町15-4 代表取締役 松尾吉起
株式会社マツオ0000003065 661-5200 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院向田西町11番地 代表取締役 眞鍋雄一郎
株式会社マルナカ0000023184 313-9114 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町四丁目５５番地 代表取締役 神谷秀男
ムツミ商事株式会社0000005899 642-1555 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 西檜町17番地2 代表取締役 宿野秀晴
Medico-tec株式会社0000016774 321-4950 中小企業市内

京都府京都市 西京区樫原 里ノ垣外町32 代表取締役 野本浩司
株式会社素久製作所0000017236 391-3251 中小企業市内

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス

京都府京都市左京区一乗寺葉山町15-6 代表取締役 森下征也
有限会社森真0000010531 723-0405 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1 代表取締役 森本裕康
株式会社森本八十八商店0000001236 311-8231 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山百々町222 代表取締役 桃井剛
八代洗機株式会社0000010535 592-5555 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町222番地 代表取締役 山村隆
株式会社ヤマムラ0000020205 622-2855 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院西浦町49番地の1 代表取締役 山本真加津
株式会社山本製作所0000022606 681-7344 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京池ノ内町26 田中博之
ユーテックサービス0000021784 801-4336 中小企業市内

京都府京都市上京区元誓願寺通千本東入元四丁目428番地 代表取締役 渡辺和昭
株式会社吉本機料店0000001975 075-451-7781 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山町正宗30番地の6･31番地の1合地 代表取締役 吉本上
ヨシモトプロテック株式会社0000020175 603-6123 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0011 機械器具・工具
0005 特殊機械器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区新椹木町通二条上る角倉町210番地の1 代表取締役 佐藤高広
株式会社洛東工芸0000000803 211-6311 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南苗代町5番地の1 代表取締役 新井成柱
株式会社ラ・テール0000010557 681-3431 中小企業市内

京都府京都市下京区和気町12番地 代表取締役 佐藤能生
株式会社リビングハシモト0000001721 371-2608 中小企業市内

株式会社令和テックコーポレーシ 京都府京都市山科区椥辻平田町150 代表取締役 木倉康博
0000016263 204-4880 中小企業市内ョン

京都府京都市伏見区向島二ノ丸町68番地189 代表取締役 佐々木康人
有限会社ワイエス技研0000002728 612-0768 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通り高倉東入ル観音町72-1番地 代表取締役 矢口満子
和光建物総合管理株式会社0000000917 222-0110 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0001 測定機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市左京区二条通新間之町西入頭町333番地 代表取締役 青山悦大
青山商事株式会社0000003548 075-761-2161 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島前山町55番地の2 代表取締役 中川宏實
安心ライフ株式会社0000002645 075-602-3288 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北島田町109番2 代表取締役 池上義巳
株式会社池上器械0000003839 075-671-8357 中小企業市内

京都府京都市上京区寺町通丸太町上る信富町309番地 代表取締役 池村將勝
株式会社池村理科器械店0000000898 075-221-6221 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中川原町381番地 代表取締役社長 森下陽治
石黒メディカルシステム株式会社0000000933 075-641-1496 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町10番地 代表取締役 中森悠輔
株式会社泉産業0000008957 312-6551 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通高辻上る万里小路町１７８番地 代表取締役 市川和男
市川電気工業株式会社0000001610 351-3992 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町74番地 代表取締役 伊藤通
株式会社伊藤設備工業所0000002388 603-7677 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通広小路下ル東桜町21番地 代表取締役 岸本康
いわしや岸本医科産業株式会社0000021084 231-5264 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺南大丸町11番地 代表取締役 雨林静男
株式会社雨林製作所0000003495 075-744-0203 中小企業市内

エア・ウォーター・リンク株式会 京都府京都市伏見区竹田向代町132番地1 代表取締役 豊島貴司
0000005606 694-1052 中小企業市内社

京都府京都市下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町608番地9 日本生命京都三哲ビル3階 代表取締役 北川晃弘
映光産業株式会社0000001682 361-4404 中小企業市内

株式会社エフティーコーポレーシ 京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町5番地2 代表取締役 藤原彰
0000021254 693-7117 中小企業市内ョン

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84番地 代表取締役 品川武志
環境計測株式会社0000002965 643-0341 大企業市内

京都府京都市伏見区淀生津町610-2 代表取締役社長 吉川明
関西計装株式会社0000008654 631-5700 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0001 測定機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区油小路通二条下ル二条油小路町291番地 代表取締役 青木隆介
株式会社北村0000000902 221-6695 中小企業市内

京都インターネットコミュニケー 京都府京都市右京区花園巽南町15 代表 森島啓一
0000009924 463-2350 中小企業市内ションオフィス ＳＹＡＲＡＫＵ

京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 代表取締役 安田修司
株式会社京都ウィード0000012721 623-7177 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田中阿達町38番地7 代表取締役 西村和也
KYOTO's 3D STUDIO株式会社0000022584 741-7755 中小企業市内

京都府京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町18番地1 代表取締役 高尾政年
株式会社京都タカオシン0000003515 075-751-7755 中小企業市内

（京都府）大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 代表取締役 岸本京子
京都電子工業株式会社0000000643 06-6942-7373 中小企業市内 （支店長 新出孝司）

京都府京都市山科区大塚中溝町36-1 代表取締役 進藤稔
株式会社京都ラボ0000002592 595-5127 中小企業市内

京都府京都市 山科区大塚 北溝町55番地1 代表取締役社長 高橋啓介
京都理化学器械株式会社0000000794 075-584-0090 中小企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院稲葉町31番地1 代表取締役 中村和彦
京都和光純薬株式会社0000003055 661-3591 中小企業市内 （所長 水嶋幸司）

（京都府）京都府京都市南区吉祥院池田町8番地 代表取締役 西田繁夫
株式会社共和0000011703 681-2506 中小企業市内 （所長 三浦康利）

京都府京都市山科区大宅御供田町193番地4 代表取締役社長 山田健
桐田機工株式会社0000005482 501-5481 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京東中合町28番地 代表取締役 新井節雄
クアナ技研株式会社0000000883 075-823-6610 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院通寺の内下る古美濃部町185番地 代表取締役 山本昌史
株式会社宏栄山本0000001960 451-2222 中小企業市内

京都府京都市中京区錦小路通烏丸西入占出山町311番地 代表取締役 太田稔
株式会社コギト0000022856 231-8767 中小企業市内

京都府京都市 右京区西京極郡町110番地1 代表取締役 小西聡
コニー株式会社0000020503 312-9696 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市上京区笹屋町千本西入笹屋四丁目273番3 代表取締役 木村厚文
コンピュータ・システム株式会社0000002022 462-5411 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺西北出町68番地 代表取締役 佐々木智一
佐々木化学薬品株式会社0000002467 581-9141 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0001 測定機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽奈須野町128番地 代表取締役 高田亘明
佐野器械株式会社0000003080 661-8278 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院中島町35番地 代表取締役 森昌哉
三光機工株式会社0000003197 681-2771 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽大物町68番地 代表取締役 上田勝康
株式会社三笑堂0000003216 681-5131 中小企業市内

島津システムソリューションズ株 京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町1番地 代表取締役 徳増安則
0000009968 823-2830 中小企業市内式会社

（京都府）京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町1番地 代表取締役 山本靖則
株式会社島津製作所0000005064 823-1601 大企業市内

（支店長 大屋重弘）

京都府京都市西京区上桂森下町1番地の107 代表取締役 清水雅弘
株式会社清水金物店0000010778 391-5228 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田二本松町62 代表取締役 藤原裕康
株式会社高尾製作所0000003539 761-1121 中小企業市内

京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地の5 代表取締役 高下仁史
株式会社タカシタ消防0000002546 593-0119 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田河原町1番地の8 代表取締役 田中文平
株式会社タナカ医器0000003561 761-6363 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内

京都府京都市右京区西院平町拾番地 代表取締役 井上雅文
株式会社大黒商会0000008094 311-3320 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町23番地の2 代表取締役 拝師知行
株式会社大同0000001228 311-7108 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 右京区西院 久保田町18番地 代表取締役社長 公文雅人
大和無線電器株式会社0000019565 311-4707 大企業市内 （販売推進責任者 松井基泰）

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 代表取締役 馬場重信
中信リース＆カード株式会社0000021764 255-5573 中小企業市内

京都府京都市下京区間之町通松原上る稲荷町540番地 代表取締役 堤孝
株式会社堤淺吉漆店0000001626 351-6279 中小企業市内

京都府京都市上京区六軒町通元誓願寺上ル玉屋町226番地3 代表取締役 木村法由
テクノシステム株式会社0000018249 465-3103 中小企業市内

有限会社電気の店なかじま寺ノ内 京都府京都市北区紫野中柏野町21番地 代表取締役 中嶌重男
0000019882 462-7123 中小企業市内店

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0001 測定機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市右京区西院安塚町98番地 代表取締役 中西博也
株式会社中西塗料店0000022882 313-1991 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通烏丸西入東玉屋町498番地 代表取締役社長 半井大
ナカライテスク株式会社0000008288 211-2516 大企業市内

京都府京都市南区上鳥羽角田町32番地 代表取締役 藏岡仁史
ニシムラ株式会社0000008147 681-2331 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生馬場町15番地の5 代表取締役 西村太嗣
株式会社 西村新0000003928 841-2106 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田中阿達町47番地 代表取締役 林洋一
株式会社林製作所0000003597 075-771-3051 中小企業市内

京都府京都市下京区綾小路通り新町東入善長寺町143 マスギビル 代表取締役 各務勝己
バンテック株式会社0000009614 342-4623 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

京都府京都市左京区丸太町通川端東入下堤町78番地 代表取締役 平塚正寛
株式会社平塚薬局0000003581 771-1496 中小企業市内

京都府京都市上京区丸太町通河原町東入駒之町536番地 代表取締役 小森敏史
株式会社ビバ0000014587 251-1800 中小企業市内

株式会社ファルコバイオシステム 京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町44番地3 代表取締役 河田與一
0000009063 075-320-4240 大企業市内ズ

京都府京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町519番地12 代表取締役 片山敦司
有限会社福井度量器0000013732 366-8871 中小企業市内

京都府京都市伏見区南寝小屋町25番地 代表取締役 野々口強
フクダ電子京滋販売株式会社0000003199 605-6050 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町４丁目82番地 代表取締役 黒川毅
株式会社伏見商会0000014119 641-6196 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨森本町15番地 代表取締役 篠原俊英
株式会社フローリン0000011721 754-8826 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町2番地 代表取締役社長 清水豊光
株式会社ホスピタルサービス0000010503 671-2361 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院宮の西町31番地 代表取締役社長 堀場弾
株式会社堀場アドバンスドテクノ0000008449 321-7996 中小企業市内

（京都府）大阪府大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル4Ｆ 代表取締役社長 足立正之
株式会社堀場製作所0000010221 06-6390-8011 大企業市内 （所長 黒柳勇）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0001 測定機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（京都府）京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地 代表取締役社長 千原啓生
株式会社堀場テクノサービス0000010504 313-8125 大企業市内

（部長 山本優）

京都府京都市北区西賀茂中川上町84番地 ラフォーレダイゴＤ棟202号 代表社員 長田和明
合同会社マーケティング京都0000023241 080-6760-7561 中小企業市内

京都府京都市中京区竹屋町通西洞院西入東竹屋町417番地1 代表取締役 前田洋志
株式会社前田医科器械店0000000811 211-7306 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 代表取締役 戸島耕二
株式会社増田医科器械0000005357 623-7111 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽尻切町15-4 代表取締役 松尾吉起
株式会社マツオ0000003065 661-5200 中小企業市内

京都府京都市東山区三条通古川町東入分木町75番地 代表取締役 宮川善文
株式会社松永文商店0000003502 751-1136 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内中町6番地 代表取締役 松本博伸
株式会社松本事務光機0000001312 313-1618 中小企業市内

京都府京都市南区東九条中札ノ辻町38番地 代表取締役 出野哲也
丸福産業株式会社0000003034 661-2171 中小企業市内

京都府京都市 西京区樫原 里ノ垣外町32 代表取締役 野本浩司
株式会社素久製作所0000017236 391-3251 中小企業市内

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス

京都府京都市北区紫野宮西町17番地の1 代表取締役 森尚茂
株式会社森商会0000009660 414-0515 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1 代表取締役 森本裕康
株式会社森本八十八商店0000001236 311-8231 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町222番地 代表取締役 山村隆
株式会社ヤマムラ0000020205 622-2855 中小企業市内

京都府京都市上京区東堀川通下長者町下る３丁目5-1 代表取締役 吉川寛
株式会社吉川測器0000001876 431-2331 中小企業市内

京都府京都市右京区西院安塚町13番地 代表取締役 吉村恒介
株式会社吉村電機工業所0000001368 314-1251 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺西水干町17番地 代表取締役 西川雅浩
和研薬株式会社0000008264 711-7171 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0002 医療機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市左京区二条通新間之町西入頭町333番地 代表取締役 青山悦大
青山商事株式会社0000003548 075-761-2161 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島前山町55番地の2 代表取締役 中川宏實
安心ライフ株式会社0000002645 075-602-3288 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北島田町109番2 代表取締役 池上義巳
株式会社池上器械0000003839 075-671-8357 中小企業市内

京都府京都市上京区寺町通丸太町上る信富町309番地 代表取締役 池村將勝
株式会社池村理科器械店0000000898 075-221-6221 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中川原町381番地 代表取締役社長 森下陽治
石黒メディカルシステム株式会社0000000933 075-641-1496 中小企業市内

有限会社イマイ・メディカル・ケ 京都府京都市左京区岩倉長谷町470番地 代表取締役 今井敦子
0000020480 721-9002 中小企業市内ア

京都府京都市上京区河原町通広小路下ル東桜町21番地 代表取締役 岸本康
いわしや岸本医科産業株式会社0000021084 231-5264 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺南大丸町11番地 代表取締役 雨林静男
株式会社雨林製作所0000003495 075-744-0203 中小企業市内

エア・ウォーター・リンク株式会 京都府京都市伏見区竹田向代町132番地1 代表取締役 豊島貴司
0000005606 694-1052 中小企業市内社

京都府京都市下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町608番地9 日本生命京都三哲ビル3階 代表取締役 北川晃弘
映光産業株式会社0000001682 361-4404 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市右京区花園巽南町17-14 代表取締役 苅谷愼一
株式会社カインドガス0000002065 693-5536 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路一本木19番地 代表取締役 白井幸夫
株式会社Ｋｉｓｔ0000002649 602-7311 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮神田町4番地 古橋山科ビル 代表取締役社長 大橋一宏
株式会社京都医療設計0000008396 594-5595 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 代表取締役 安田修司
株式会社京都ウィード0000012721 623-7177 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮泓15‐4 高橋裕佳子
京都植野商会0000002457 581-7053 中小企業市内

京都府京都市南区西九条高畠町45番地 代表取締役 奥田俊彦
京都日産自動車株式会社0000003279 681-7121 大企業市内

京都府京都市 山科区川田 御出町3番地の4 理事長 大藪正樹
一般社団法人京都微生物研究所0000002550 593-1441 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0002 医療機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市 山科区大塚 北溝町55番地1 代表取締役社長 高橋啓介
京都理化学器械株式会社0000000794 075-584-0090 中小企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院稲葉町31番地1 代表取締役 中村和彦
京都和光純薬株式会社0000003055 661-3591 中小企業市内

（所長 水嶋幸司）

京都府京都市中京区西ノ京東中合町28番地 代表取締役 新井節雄
クアナ技研株式会社0000000883 075-823-6610 中小企業市内

京都府京都市北区小山下総町31番地22 代表取締役 大家真季子
株式会社ケーアイメディカル0000019297 441-6677 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

京都府京都市中京区釜座通竹屋町下る亀屋町341番地1 代表取締役 岩崎一
株式会社ケンコー0000001652 221-4555 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京冷泉町98番5 ダイコウビル3階 代表取締役 中嶋一浩
株式会社コスト0000019190 075-366-8308 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺西北出町68番地 代表取締役 佐々木智一
佐々木化学薬品株式会社0000002467 581-9141 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽奈須野町128番地 代表取締役 高田亘明
佐野器械株式会社0000003080 661-8278 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町46番1 代表取締役 笹川泰弘
株式会社サンコンタクトレンズ0000008523 315-3050 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽大物町68番地 代表取締役 上田勝康
株式会社三笑堂0000003216 681-5131 中小企業市内

（京都府）京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町1番地 代表取締役 山本靖則
株式会社島津製作所0000005064 823-1601 大企業市内

（支店長 大屋重弘）

京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花町10番地 代表取締役 内山幸男
株式会社城南メディカル0000003295 075-691-6700 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院池ノ内町78番地 代表取締役 西野尚記
ソーケンメディカル株式会社0000003305 075-691-8080 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田二本松町62 代表取締役 藤原裕康
株式会社高尾製作所0000003539 761-1121 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極豆田町29 取締役社長 小倉勇
株式会社たけびし0000005307 325-2111 大企業市内

京都府京都市左京区吉田河原町1番地の8 代表取締役 田中文平
株式会社タナカ医器0000003561 761-6363 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨東半木町67-5 代表取締役 棚橋建介
株式会社棚橋商店0000010684 781-5181 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0002 医療機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

株式会社ダテ・メディカルサービ 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町48 代表取締役 伊達純一
0000008866 646-1818 中小企業市内ス

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 代表取締役 馬場重信
中信リース＆カード株式会社0000021764 255-5573 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽八王神町62番1 代表取締役 長谷川昭彦
西村医科器械株式会社0000003165 672-6669 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生馬場町15番地の5 代表取締役 西村太嗣
株式会社 西村新0000003928 841-2106 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田中阿達町47番地 代表取締役 林洋一
株式会社林製作所0000003597 075-771-3051 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

京都府京都市左京区丸太町通川端東入下堤町78番地 代表取締役 平塚正寛
株式会社平塚薬局0000003581 771-1496 中小企業市内

株式会社ファルコバイオシステム 京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町44番地3 代表取締役 河田與一
0000009063 075-320-4240 大企業市内ズ

京都府京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町519番地12 代表取締役 片山敦司
有限会社福井度量器0000013732 366-8871 中小企業市内

京都府京都市伏見区南寝小屋町25番地 代表取締役 野々口強
フクダ電子京滋販売株式会社0000003199 605-6050 中小企業市内

京都府京都市伏見区南寝小屋町25番地 代表取締役 上原光治
フクダライフテック京滋株式会社0000009340 604-5366 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨森本町15番地 代表取締役 篠原俊英
株式会社フローリン0000011721 754-8826 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町328番地 代表取締役 久川聡
株式会社保健科学西日本0000010087 075-933-6060 大企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町2番地 代表取締役社長 清水豊光
株式会社ホスピタルサービス0000010503 671-2361 中小企業市内

京都府京都市中京区竹屋町通西洞院西入東竹屋町417番地1 代表取締役 前田洋志
株式会社前田医科器械店0000000811 211-7306 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 代表取締役 戸島耕二
株式会社増田医科器械0000005357 623-7111 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西内畑町19番地 代表取締役 井上智之
株式会社三井田商事0000002810 622-6611 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町2番地 代表取締役 吉見隆夫
株式会社メディカルサポート0000013095 693-5400 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0002 医療機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市左京区一乗寺西水干町17番地 代表取締役 西川雅浩
和研薬株式会社0000008264 711-7171 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0003 理科機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市左京区二条通新間之町西入頭町333番地 代表取締役 青山悦大
青山商事株式会社0000003548 075-761-2161 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島前山町55番地の2 代表取締役 中川宏實
安心ライフ株式会社0000002645 075-602-3288 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北島田町109番2 代表取締役 池上義巳
株式会社池上器械0000003839 075-671-8357 中小企業市内

京都府京都市上京区寺町通丸太町上る信富町309番地 代表取締役 池村將勝
株式会社池村理科器械店0000000898 075-221-6221 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通広小路下ル東桜町21番地 代表取締役 岸本康
いわしや岸本医科産業株式会社0000021084 231-5264 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西久保町3番地 石角嘉徳
イワタヤ0000009132 313-4248 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺南大丸町11番地 代表取締役 雨林静男
株式会社雨林製作所0000003495 075-744-0203 中小企業市内

エア・ウォーター・リンク株式会 京都府京都市伏見区竹田向代町132番地1 代表取締役 豊島貴司
0000005606 694-1052 中小企業市内社

京都府京都市下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町608番地9 日本生命京都三哲ビル3階 代表取締役 北川晃弘
映光産業株式会社0000001682 361-4404 中小企業市内

京都府京都市 右京区常盤 山下町1-110 代表取締役 大江健
株式会社大江理工社0000017287 873-5520 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市右京区花園巽南町17-14 代表取締役 苅谷愼一
株式会社カインドガス0000002065 693-5536 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84番地 代表取締役 品川武志
環境計測株式会社0000002965 643-0341 大企業市内

京都府京都市伏見区淀生津町610-2 代表取締役社長 吉川明
関西計装株式会社0000008654 631-5700 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋大宮尻町16番地の1 代表取締役 東郷尚文
株式会社規文堂0000003183 681-0717 中小企業市内

京都府京都市東山区清水四丁目171 代表取締役 岩崎勤
株式会社京都イワサキ0000002281 075-561-3110 中小企業市内

京都インターネットコミュニケー 京都府京都市右京区花園巽南町15 代表 森島啓一
0000009924 463-2350 中小企業市内ションオフィス ＳＹＡＲＡＫＵ

京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 代表取締役 安田修司
株式会社京都ウィード0000012721 623-7177 中小企業市内

京都府京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町18番地1 代表取締役 高尾政年
株式会社京都タカオシン0000003515 075-751-7755 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0003 理科機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市山科区大塚中溝町36-1 代表取締役 進藤稔
株式会社京都ラボ0000002592 595-5127 中小企業市内

京都府京都市 山科区大塚 北溝町55番地1 代表取締役社長 高橋啓介
京都理化学器械株式会社0000000794 075-584-0090 中小企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院稲葉町31番地1 代表取締役 中村和彦
京都和光純薬株式会社0000003055 661-3591 中小企業市内 （所長 水嶋幸司）

（京都府）京都府京都市南区吉祥院池田町8番地 代表取締役 西田繁夫
株式会社共和0000011703 681-2506 中小企業市内 （所長 三浦康利）

京都府京都市中京区西ノ京東中合町28番地 代表取締役 新井節雄
クアナ技研株式会社0000000883 075-823-6610 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下昌典
京滋マザック株式会社0000020176 671-0307 中小企業市内

京都府京都市北区紫野石龍町23番地の11 代表取締役 小池高史
小池教材株式会社0000002133 492-1005 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院通寺の内下る古美濃部町185番地 代表取締役 山本昌史
株式会社宏栄山本0000001960 451-2222 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺西北出町68番地 代表取締役 佐々木智一
佐々木化学薬品株式会社0000002467 581-9141 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽奈須野町128番地 代表取締役 高田亘明
佐野器械株式会社0000003080 661-8278 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院中島町35番地 代表取締役 森昌哉
三光機工株式会社0000003197 681-2771 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽大物町68番地 代表取締役 上田勝康
株式会社三笑堂0000003216 681-5131 中小企業市内

（京都府）京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町1番地 代表取締役 山本靖則
株式会社島津製作所0000005064 823-1601 大企業市内 （支店長 大屋重弘）

京都府京都市左京区吉田下阿達町37番地 代表取締役 清水何一
清水実験材料株式会社0000015902 752-0531 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田二本松町62 代表取締役 藤原裕康
株式会社高尾製作所0000003539 761-1121 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市上京区油小路通一条上ル元百万編町550番地 所長 立花滋男
立花鐵工所0000001937 441-5584 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田河原町1番地の8 代表取締役 田中文平
株式会社タナカ医器0000003561 761-6363 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0003 理科機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町23番地の2 代表取締役 拝師知行
株式会社大同0000001228 311-7108 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 代表取締役 馬場重信
中信リース＆カード株式会社0000021764 255-5573 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通烏丸西入東玉屋町498番地 代表取締役社長 半井大
ナカライテスク株式会社0000008288 211-2516 大企業市内

京都府京都市中京区壬生馬場町15番地の5 代表取締役 西村太嗣
株式会社 西村新0000003928 841-2106 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 尻切町10番地の3 代表取締役 西村光史
株式会社西村製作所0000017232 691-9589 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田中阿達町47番地 代表取締役 林洋一
株式会社林製作所0000003597 075-771-3051 中小企業市内

株式会社ファルコバイオシステム 京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町44番地3 代表取締役 河田與一
0000009063 075-320-4240 大企業市内ズ

京都府京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町519番地12 代表取締役 片山敦司
有限会社福井度量器0000013732 366-8871 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨森本町15番地 代表取締役 篠原俊英
株式会社フローリン0000011721 754-8826 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町2番地 代表取締役社長 清水豊光
株式会社ホスピタルサービス0000010503 671-2361 中小企業市内

京都府京都市中京区竹屋町通西洞院西入東竹屋町417番地1 代表取締役 前田洋志
株式会社前田医科器械店0000000811 211-7306 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 代表取締役 戸島耕二
株式会社増田医科器械0000005357 623-7111 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽尻切町15-4 代表取締役 松尾吉起
株式会社マツオ0000003065 661-5200 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚中溝3番地の4 代表取締役 南和男
有限会社南商事0000002568 593-9269 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 西檜町17番地2 代表取締役 宿野秀晴
Medico-tec株式会社0000016774 321-4950 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1 代表取締役 森本裕康
株式会社森本八十八商店0000001236 311-8231 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0003 理科機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市伏見区桃山町正宗30番地の6･31番地の1合地 代表取締役 吉本上
ヨシモトプロテック株式会社0000020175 603-6123 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺西水干町17番地 代表取締役 西川雅浩
和研薬株式会社0000008264 711-7171 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0001 乗用車

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町681番地 代表取締役 岩見幸夫
株式会社アオキオート商会0000004638 256-0478 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南村山町2番地 代表取締役 三浦靖
株式会社ＡＬＡＮ0000018779 681-3222 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町76番地 代表取締役 今北治作
今北自動車工業株式会社0000001210 311-3918 中小企業市内

京都府京都市右京区京北上弓削町百合ノ鼻3ｰ1 代表取締役 岩鼻敬介
有限会社岩鼻モータース0000011741 854-0355 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草馬谷町34番3 代表取締役 馬場啓行
有限会社ヴァンヴァンカンパニー0000017239 075-634-8411 中小企業市内

エフビーインターナショナル株式 京都府京都市山科区小野西浦58番地の28 代表取締役 岡村正人
0000021260 573-6955 中小企業市内会社

京都府京都市南区西九条東島町63番地の1 代表取締役 青木信明
エムケイ石油株式会社0000003239 075-681-8501 中小企業市内

京都府京都市右京区西院太田町13番地 大槻芳久
大槻自動車0000022857 312-6626 中小企業市内

京都府京都市 左京区岡崎 東天王町8番地の11 代表取締役 澤邉信之
株式会社岡崎自動車0000018717 761-3336 中小企業市内

京都府京都市右京区京北大野町廣畑60-1番地 河原林進
カーピット・河原林0000011754 853-0129 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町下ヶ市20 川面雅義
川面工作所0000011747 852-0137 中小企業市内

京都府京都市南区久世築山町180番地2 代表取締役 奥村泰正
関西モータース株式会社0000002446 921-4151 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂御正町2 代表取締役 大八木仁志
有限会社京都カーサービス0000022829 391-4958 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後西町5番地 代表取締役 阿部欣也
京都スバル自動車株式会社0000003106 671-1113 大企業市内

京都府京都市右京区西京極東大丸町8番地 代表取締役 池辺聡志
京都ダイハツ販売株式会社0000001233 311-8111 大企業市内

京都府京都市南区吉祥院三ノ宮町100番地 代表取締役 粂田昌宏
京都トヨタ自動車株式会社0000003240 681-8521 大企業市内

（京都府）京都府京都市南区上鳥羽馬廻し1 代表取締役 長井貴裕
京都トヨペット株式会社0000008139 681-7255 大企業市内 （特販課長 西村安広）

京都府京都市南区西九条高畠町45番地 代表取締役 奥田俊彦
京都日産自動車株式会社0000003279 681-7121 大企業市内

京都府京都市南区西九条菅田町15番地 代表取締役 小林康
京都三菱自動車販売株式会社0000008238 662-7618 大企業市内

京都府京都市南区吉祥院向田西町8番地 代表取締役 中村斉
近畿オート株式会社0000009488 312-0551 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0001 乗用車

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町117番地 代表取締役 齊藤聖史
近畿工管株式会社0000017953 801-9312 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町18番地 代表取締役 黒川達久
株式会社ギオンモータース0000003181 681-0581 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町12番地 代表取締役 熊野秀紀
株式会社熊野自動車商会0000023213 644-5711 中小企業市内

京都府京都市上京区下立売通御前通西入行衛町437番地7 川原寛史
Ｋ．Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ0000022035 802-3000 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院向田西町1番地 代表取締役 津田正樹
株式会社京滋マツダ0000013086 314-3751 大企業市内

京都府京都市右京区太秦開日町20-8 代表取締役 古市義人
サガレンタリース株式会社0000023554 871-3717 中小企業市内

京都府京都市上京区丸太町通日暮西入西院町747番地の60 代表取締役 関井邦夫
三光自動車工業株式会社0000003961 075-841-5663 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽大物町68番地 代表取締役 上田勝康
株式会社三笑堂0000003216 681-5131 中小企業市内

京都府京都市 南区吉祥院 池ノ内町9番地1 代表取締役 細矢禎姫
株式会社忍自動車0000019504 661-0888 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田向代町512番地 代表取締役 城谷忠
株式会社城谷自動車工作所0000003203 681-3581 中小企業市内

株式会社ジャパンオートパーツ２ 京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町58番1 代表取締役 西河朋浩
0000008251 621-3174 中小企業市内４

京都府京都市南区上鳥羽高畠町105番地の1 代表取締役 田辺紀之
株式会社タナベ0000022266 681-0178 中小企業市内

京都府京都市右京区西院平町拾番地 代表取締役 井上雅文
株式会社大黒商会0000008094 311-3320 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院這登中町17番地の1 代表取締役 西浩司
有限会社大和電機商会0000003176 681-0401 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我西出町4-17-102 代表取締役 橋本健
株式会社TK0000022239 925-9861 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京南大炊御門町1番地の1 代表取締役 山本宏樹
トヨタカローラ京都株式会社0000008406 461-9191 大企業市内

京都府京都市南区吉祥院政所町22番地の1 藤岡強志
ＮＩＣＥＭＯＴＯＲ0000022002 661-4041 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町上太田25-7 代表取締役 中道知圭
株式会社中道自動車0000011766 852-0336 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0001 乗用車

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市右京区西院月双町108番地１ 代表取締役 山本善嗣
ネッツトヨタ京都株式会社0000008338 312-5366 大企業市内

京都府京都市北区平野上八丁柳町63番地 代表取締役 森藤昌和
株式会社白梅モータース0000016002 462-8981 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京原町118番地 代表取締役 中井一雄
光自動車工業株式会社0000003782 802-0355 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院池田南町11 代表取締役社長 上岡久弥
株式会社ビクトリー自動車0000009331 661-3210 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町４丁目82番地 代表取締役 黒川毅
株式会社伏見商会0000014119 641-6196 中小企業市内

京都府京都市 左京区上高野 深田町52-4 代表取締役 藤本俊次
株式会社藤本車輌0000015997 702-9222 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京南上合町40番地 代表取締役 猪奥隆志
株式会社二葉自動車工作所0000003786 802-1251 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市山科区北花山大林町55-1 代表取締役 米澤勇人
株式会社ホンダカーズ京都0000015223 582-5001 大企業市内

京都府京都市南区上鳥羽藁田町27番地 代表取締役 筒井基好
都タクシー株式会社0000022895 671-6101 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南苗代町5番地の1 代表取締役 新井成柱
株式会社ラ・テール0000010557 681-3431 中小企業市内

京都府京都市 山科区西野 八幡田町33-5 代表取締役 岩見能行
有限会社ロックモータース0000019250 591-6900 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0002 特殊車両

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町681番地 代表取締役 岩見幸夫
株式会社アオキオート商会0000004638 256-0478 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南村山町2番地 代表取締役 三浦靖
株式会社ＡＬＡＮ0000018779 681-3222 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中川原町381番地 代表取締役社長 森下陽治
石黒メディカルシステム株式会社0000000933 075-641-1496 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町76番地 代表取締役 今北治作
今北自動車工業株式会社0000001210 311-3918 中小企業市内

京都府京都市右京区京北上弓削町百合ノ鼻3ｰ1 代表取締役 岩鼻敬介
有限会社岩鼻モータース0000011741 854-0355 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草馬谷町34番3 代表取締役 馬場啓行
有限会社ヴァンヴァンカンパニー0000017239 075-634-8411 中小企業市内

京都府京都市右京区西院太田町13番地 大槻芳久
大槻自動車0000022857 312-6626 中小企業市内

京都府京都市右京区京北大野町廣畑60-1番地 河原林進
カーピット・河原林0000011754 853-0129 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町下ヶ市20 川面雅義
川面工作所0000011747 852-0137 中小企業市内

京都府京都市右京区西院六反田町53 代表取締役 神舎佳代子
京都電業株式会社0000008156 311-1500 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院三ノ宮町100番地 代表取締役 粂田昌宏
京都トヨタ自動車株式会社0000003240 681-8521 大企業市内

（京都府）京都府京都市南区上鳥羽馬廻し1 代表取締役 長井貴裕
京都トヨペット株式会社0000008139 681-7255 大企業市内

（特販課長 西村安広）

京都府京都市南区西九条高畠町45番地 代表取締役 奥田俊彦
京都日産自動車株式会社0000003279 681-7121 大企業市内

京都府京都市南区西九条菅田町15番地 代表取締役 小林康
京都三菱自動車販売株式会社0000008238 662-7618 大企業市内

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町117番地 代表取締役 齊藤聖史
近畿工管株式会社0000017953 801-9312 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町18番地 代表取締役 黒川達久
株式会社ギオンモータース0000003181 681-0581 中小企業市内

京都府京都市上京区下立売通御前通西入行衛町437番地7 川原寛史
Ｋ．Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ0000022035 802-3000 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院向田西町1番地 代表取締役 津田正樹
株式会社京滋マツダ0000013086 314-3751 大企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0002 特殊車両

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市右京区太秦開日町20-8 代表取締役 古市義人
サガレンタリース株式会社0000023554 871-3717 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽大物町68番地 代表取締役 上田勝康
株式会社三笑堂0000003216 681-5131 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田向代町512番地 代表取締役 城谷忠
株式会社城谷自動車工作所0000003203 681-3581 中小企業市内

株式会社ジャパンオートパーツ２ 京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町58番1 代表取締役 西河朋浩
0000008251 621-3174 中小企業市内４

京都府京都市伏見区羽束師古川町246の1 代表取締役 高木正司
高木金属株式会社0000022906 933-4775 中小企業市内

京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地の5 代表取締役 高下仁史
株式会社タカシタ消防0000002546 593-0119 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽高畠町105番地の1 代表取締役 田辺紀之
株式会社タナベ0000022266 681-0178 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽石橋町1-1 代表取締役 谷口拓也
谷口機械株式会社0000003018 661-0225 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町23番地の2 代表取締役 拝師知行
株式会社大同0000001228 311-7108 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院這登中町17番地の1 代表取締役 西浩司
有限会社大和電機商会0000003176 681-0401 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我西出町4-17-102 代表取締役 橋本健
株式会社TK0000022239 925-9861 中小企業市内

京都府京都市南区東九条西岩本町10-2 イリアスオフィス2階 代表理事 上田雄太
一般社団法人ＤＰＣＡ0000021562 606-6865 中小企業市内

京都府京都市北区衣笠東御所ノ内町46番地 代表取締役 土佐昭範
土佐商行株式会社0000010192 462-8887 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京原町118番地 代表取締役 中井一雄
光自動車工業株式会社0000003782 802-0355 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町４丁目82番地 代表取締役 黒川毅
株式会社伏見商会0000014119 641-6196 中小企業市内

京都府京都市 左京区上高野 深田町52-4 代表取締役 藤本俊次
株式会社藤本車輌0000015997 702-9222 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0002 特殊車両

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 代表取締役 戸島耕二
株式会社増田医科器械0000005357 623-7111 中小企業市内

京都府京都市山科区小野鐘付田町10番地2 代表取締役 三輪智信
株式会社三輪タイヤ0000018806 571-2476 中小企業市内

京都府京都市山科区小野鐘付田町10-2 代表取締役 三輪智信
株式会社モビリティープラス0000022026 573-8815 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南苗代町5番地の1 代表取締役 新井成柱
株式会社ラ・テール0000010557 681-3431 中小企業市内

京都府京都市 山科区西野 八幡田町33-5 代表取締役 岩見能行
有限会社ロックモータース0000019250 591-6900 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0003 架装

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町681番地 代表取締役 岩見幸夫
株式会社アオキオート商会0000004638 256-0478 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南村山町2番地 代表取締役 三浦靖
株式会社ＡＬＡＮ0000018779 681-3222 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町76番地 代表取締役 今北治作
今北自動車工業株式会社0000001210 311-3918 中小企業市内

京都府京都市右京区京北上弓削町百合ノ鼻3ｰ1 代表取締役 岩鼻敬介
有限会社岩鼻モータース0000011741 854-0355 中小企業市内

京都府京都市右京区西院太田町13番地 大槻芳久
大槻自動車0000022857 312-6626 中小企業市内

京都府京都市右京区京北大野町廣畑60-1番地 河原林進
カーピット・河原林0000011754 853-0129 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町下ヶ市20 川面雅義
川面工作所0000011747 852-0137 中小企業市内

京都府京都市東山区大和大路通五条上ル東入池殿町205番地 代表取締役 北出秀光
有限会社北出商店0000002286 561-3924 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院三ノ宮町100番地 代表取締役 粂田昌宏
京都トヨタ自動車株式会社0000003240 681-8521 大企業市内

京都府京都市南区西九条高畠町45番地 代表取締役 奥田俊彦
京都日産自動車株式会社0000003279 681-7121 大企業市内

京都府京都市南区西九条菅田町15番地 代表取締役 小林康
京都三菱自動車販売株式会社0000008238 662-7618 大企業市内

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町117番地 代表取締役 齊藤聖史
近畿工管株式会社0000017953 801-9312 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町18番地 代表取締役 黒川達久
株式会社ギオンモータース0000003181 681-0581 中小企業市内

京都府京都市上京区下立売通御前通西入行衛町437番地7 川原寛史
Ｋ．Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ0000022035 802-3000 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院向田西町1番地 代表取締役 津田正樹
株式会社京滋マツダ0000013086 314-3751 大企業市内

京都府京都市右京区太秦開日町20-8 代表取締役 古市義人
サガレンタリース株式会社0000023554 871-3717 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽大物町68番地 代表取締役 上田勝康
株式会社三笑堂0000003216 681-5131 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田向代町512番地 代表取締役 城谷忠
株式会社城谷自動車工作所0000003203 681-3581 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0003 架装

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

株式会社ジャパンオートパーツ２ 京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町58番1 代表取締役 西河朋浩
0000008251 621-3174 中小企業市内４

京都府京都市南区上鳥羽高畠町105番地の1 代表取締役 田辺紀之
株式会社タナベ0000022266 681-0178 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我西出町4-17-102 代表取締役 橋本健
株式会社TK0000022239 925-9861 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京原町118番地 代表取締役 中井一雄
光自動車工業株式会社0000003782 802-0355 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽藁田町27番地 代表取締役 筒井基好
都タクシー株式会社0000022895 671-6101 中小企業市内

京都府京都市山科区小野鐘付田町10番地2 代表取締役 三輪智信
株式会社三輪タイヤ0000018806 571-2476 中小企業市内

京都府京都市山科区小野鐘付田町10-2 代表取締役 三輪智信
株式会社モビリティープラス0000022026 573-8815 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南苗代町5番地の1 代表取締役 新井成柱
株式会社ラ・テール0000010557 681-3431 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0004 自転車、バイク

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町681番地 代表取締役 岩見幸夫
株式会社アオキオート商会0000004638 256-0478 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南村山町2番地 代表取締役 三浦靖
株式会社ＡＬＡＮ0000018779 681-3222 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町76番地 代表取締役 今北治作
今北自動車工業株式会社0000001210 311-3918 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草馬谷町34番3 代表取締役 馬場啓行
有限会社ヴァンヴァンカンパニー0000017239 075-634-8411 中小企業市内

エフビーインターナショナル株式 京都府京都市山科区小野西浦58番地の28 代表取締役 岡村正人
0000021260 573-6955 中小企業市内会社

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市右京区西院太田町13番地 大槻芳久
大槻自動車0000022857 312-6626 中小企業市内

京都府京都市 左京区岡崎 東天王町8番地の11 代表取締役 澤邉信之
株式会社岡崎自動車0000018717 761-3336 中小企業市内

京都府京都市右京区京北大野町廣畑60-1番地 河原林進
カーピット・河原林0000011754 853-0129 中小企業市内

京都府京都市上京区椹木町通衣棚西入今薬屋町298番地 勝山貞男
勝山商会0000022602 231-0217 中小企業市内

京都府京都市下京区諏訪町通松原下る弁財天町329番地2 代表取締役 河井恒男
株式会社河井商店0000001669 361-2045 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町下ヶ市20 川面雅義
川面工作所0000011747 852-0137 中小企業市内

京都府京都市南区東九条東山王町30-3 代表取締役 河村正人
株式会社河村0000006304 682-3001 中小企業市内

京都府京都市中京区御幸町通り二条上ル達磨町594・595合地 代表取締役 土坂昌弘
関西商事株式会社0000003170 221-1377 中小企業市内

京都府京都市上京区寺之内通大宮東入妙蓮寺前町341番地 木代芳孝
木代商会0000022603 441-4490 中小企業市内

京都府京都市東山区下堀詰町２４６ テイブンビル２階 代表取締役 谷口創太
株式会社きゅうべえ0000023350 533-7718 中小企業市内

（京都府）京都府宇治市槇島町清水48 ベルファ宇治1F 代表取締役 近藤秀樹
京都自転車販売株式会社0000022582 0774-25-5000 中小企業市内 （営業企画室室長 近藤大督）

京都府京都市 下京区綾小路通 柳馬場西入綾材木町201番地 代表理事 村上一郎
京都府自転車軽自動車商協同組合0000020178 351-1689 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0004 自転車、バイク

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町117番地 代表取締役 齊藤聖史
近畿工管株式会社0000017953 801-9312 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町18番地 代表取締役 黒川達久
株式会社ギオンモータース0000003181 681-0581 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町12番地 代表取締役 熊野秀紀
株式会社熊野自動車商会0000023213 644-5711 中小企業市内

京都府京都市上京区下立売通御前通西入行衛町437番地7 川原寛史
Ｋ．Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ0000022035 802-3000 中小企業市内

（京都府）京都府京都市西京区桂千代原町61-5 代表取締役 竹内博
株式会社桂電社0000023157 391-1277 中小企業市内 （取締役 竹内淳祐）

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦開日町20-8 代表取締役 古市義人
サガレンタリース株式会社0000023554 871-3717 中小企業市内

京都府京都市 南区吉祥院 池ノ内町9番地1 代表取締役 細矢禎姫
株式会社忍自動車0000019504 661-0888 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田向代町512番地 代表取締役 城谷忠
株式会社城谷自動車工作所0000003203 681-3581 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺西水干町15-2 1階南 代表 片山征記
自転車屋ノットンナル0000022601 708-8846 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通花屋町上る西側町480番地 鈴木清夫
鈴木サイクル0000022616 343-2055 中小企業市内

京都府京都市左京区田中西大久保町14-19 瀬野正幸
瀬野モーター商会0000019979 781-5742 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京西月光町41-2 竹内照男
竹内自転車店0000022611 821-4024 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通今出川上ル青龍町247 鈴木進
武田モータース0000022838 231-1091 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我西出町4-17-102 代表取締役 橋本健
株式会社TK0000022239 925-9861 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0004 自転車、バイク

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市 左京区吉田 牛ノ宮町19-7 代表 田邉直人
TRIP BIKE0000022688 075-708-2606 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町上太田25-7 代表取締役 中道知圭
株式会社中道自動車0000011766 852-0336 中小企業市内

京都府京都市東山区東大路松原上る４丁目毘沙門町40-5 福井義和
羽根田モーターサイクル0000023225 561-0030 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京原町118番地 代表取締役 中井一雄
光自動車工業株式会社0000003782 802-0355 中小企業市内

京都府京都市 西京区松尾 大利町20-35 みやびコーポ山口1階 森靖志
ピュアスポーツ・モリ0000018241 391-0747 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町４丁目82番地 代表取締役 黒川毅
株式会社伏見商会0000014119 641-6196 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市 左京区上高野 深田町52-4 代表取締役 藤本俊次
株式会社藤本車輌0000015997 702-9222 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦西蜂岡町6番地 船津和子
船津商会0000010492 861-1435 中小企業市内

京都府京都市 中京区押小路通 寺町西入亀屋町403-2 濱田晋
Fridge Bicycle0000022685 200-3299 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市中京区西ノ京小倉町4番地 代表取締役 吉田忠之
有限会社丸安商会0000014689 841-4291 中小企業市内

京都府京都市伏見区樽屋町999番地 事業主 藪根武彦
ヤブネ自転車商会0000023237 601-4624 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽菅田町29 代表取締役 堀田俊之
株式会社ユーシン0000021329 661-1578 中小企業市内

京都府京都市山科区東野百拍子町36-5 吉井専之助
吉井モータース0000015558 581-4314 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南苗代町5番地の1 代表取締役 新井成柱
株式会社ラ・テール0000010557 681-3431 中小企業市内

京都府京都市上京区上長者下る菊屋町506番地1 菊浦伸日
りんりん自転車店0000019983 411-0002 中小企業市内

京都府京都市 右京区西院 西今田町13番地の2 代表取締役 谷本将崇
株式会社レオタニモト0000017350 311-0447 中小企業市内

京都府京都市 山科区西野 八幡田町33-5 代表取締役 岩見能行
有限会社ロックモータース0000019250 591-6900 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0005 車両部品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町681番地 代表取締役 岩見幸夫
株式会社アオキオート商会0000004638 256-0478 中小企業市内

京都府京都市北区紫野下鳥田町57番地の1 代表取締役 青山博
株式会社青山石油0000002098 075-491-1668 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南村山町2番地 代表取締役 三浦靖
株式会社ＡＬＡＮ0000018779 681-3222 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町76番地 代表取締役 今北治作
今北自動車工業株式会社0000001210 311-3918 中小企業市内

京都府京都市 右京区太秦 下角田町11番地の3 代表取締役 平子君栄
株式会社右京モーター0000016781 882-5557 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

エフビーインターナショナル株式 京都府京都市山科区小野西浦58番地の28 代表取締役 岡村正人
0000021260 573-6955 中小企業市内会社

京都府京都市南区四ツ塚町30 代表取締役 岩永徳彦
株式会社オート商会0000003223 075-681-6501 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南石田町108番地の１ 代表取締役 大久保正博
大久保ボーリング株式会社0000003242 681-8581 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院井ノ口町25番地 代表取締役 橋本英樹
大島タイヤ株式会社0000003218 075-681-5301 中小企業市内

京都府京都市右京区西院太田町13番地 大槻芳久
大槻自動車0000022857 312-6626 中小企業市内

京都府京都市 左京区岡崎 東天王町8番地の11 代表取締役 澤邉信之
株式会社岡崎自動車0000018717 761-3336 中小企業市内

京都府京都市右京区京北大野町廣畑60-1番地 河原林進
カーピット・河原林0000011754 853-0129 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院九条町55 代表者 角谷洋喜
角谷ラジエーター工作所0000003191 681-2288 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町下ヶ市20 川面雅義
川面工作所0000011747 852-0137 中小企業市内

京都府京都市南区久世築山町180番地2 代表取締役 奥村泰正
関西モータース株式会社0000002446 921-4151 中小企業市内

京都府京都市上京区寺之内通大宮東入妙蓮寺前町341番地 木代芳孝
木代商会0000022603 441-4490 中小企業市内

（京都府）京都府宇治市槇島町清水48 ベルファ宇治1F 代表取締役 近藤秀樹
京都自転車販売株式会社0000022582 0774-25-5000 中小企業市内 （営業企画室室長 近藤大督）

京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後西町5番地 代表取締役 阿部欣也
京都スバル自動車株式会社0000003106 671-1113 大企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0005 車両部品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市右京区西院六反田町53 代表取締役 神舎佳代子
京都電業株式会社0000008156 311-1500 中小企業市内

京都府京都市上京区衣棚通出水上ル御霊町66番地 代表 上田壽一郎
京都電池工業所0000008092 441-1471 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院三ノ宮町100番地 代表取締役 粂田昌宏
京都トヨタ自動車株式会社0000003240 681-8521 大企業市内

京都府京都市南区西九条高畠町45番地 代表取締役 奥田俊彦
京都日産自動車株式会社0000003279 681-7121 大企業市内

京都府京都市南区西九条菅田町15番地 代表取締役 小林康
京都三菱自動車販売株式会社0000008238 662-7618 大企業市内

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町117番地 代表取締役 齊藤聖史
近畿工管株式会社0000017953 801-9312 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町18番地 代表取締役 黒川達久
株式会社ギオンモータース0000003181 681-0581 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町12番地 代表取締役 熊野秀紀
株式会社熊野自動車商会0000023213 644-5711 中小企業市内

京都府京都市 南区吉祥院 宮ノ西町2番地 代表取締役 黒田徹男
有限会社黒田タイヤセンター0000019927 313-6603 中小企業市内

京都府京都市上京区下立売通御前通西入行衛町437番地7 川原寛史
Ｋ．Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ0000022035 802-3000 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院向田西町1番地 代表取締役 津田正樹
株式会社京滋マツダ0000013086 314-3751 大企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院観音堂町12番地2 代表取締役社長 林晃生
京滋ユアサ電機株式会社0000003193 671-6116 中小企業市内 （支店長 吉本充）

京都府京都市右京区京北下中町下河原1番地 代表取締役 上村紀文
京北石油株式会社0000011713 075-854-0402 中小企業市内

京都府京都市上京区丸太町通日暮西入西院町747番地の60 代表取締役 関井邦夫
三光自動車工業株式会社0000003961 075-841-5663 中小企業市内

京都府京都市 南区吉祥院 池ノ内町9番地1 代表取締役 細矢禎姫
株式会社忍自動車0000019504 661-0888 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田向代町512番地 代表取締役 城谷忠
株式会社城谷自動車工作所0000003203 681-3581 中小企業市内

株式会社ジャパンオートパーツ２ 京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町58番1 代表取締役 西河朋浩
0000008251 621-3174 中小企業市内４

株式会社Super Energie Connecti 京都府京都市南区上鳥羽南鉾立町14-1 代表取締役 杉江勝
0000003028 661-1212 中小企業市内on

京都府京都市伏見区羽束師古川町246の1 代表取締役 高木正司
高木金属株式会社0000022906 933-4775 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0005 車両部品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区東九条南石田町92 田中俊治
田中鉄工所0000015942 691-6696 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽高畠町105番地の1 代表取締役 田辺紀之
株式会社タナベ0000022266 681-0178 中小企業市内

京都府京都市右京区西院平町拾番地 代表取締役 井上雅文
株式会社大黒商会0000008094 311-3320 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後西町12 代表取締役 今川雅夫
株式会社大同商会0000001543 075-691-6161 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院這登中町17番地の1 代表取締役 西浩司
有限会社大和電機商会0000003176 681-0401 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我西出町4-17-102 代表取締役 橋本健
株式会社TK0000022239 925-9861 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京南大炊御門町1番地の1 代表取締役 山本宏樹
トヨタカローラ京都株式会社0000008406 461-9191 大企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町上太田25-7 代表取締役 中道知圭
株式会社中道自動車0000011766 852-0336 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院池ノ内町23 小柴強
日光タイヤー工業所0000003231 681-7518 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師志水町152番地3 代表取締役 橋本吉弘
株式会社橋本商会0000018213 934-5888 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町二丁目１０番地 代表取締役 高田健太
有限会社林商会0000015265 641-5167 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京原町118番地 代表取締役 中井一雄
光自動車工業株式会社0000003782 802-0355 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町４丁目82番地 代表取締役 黒川毅
株式会社伏見商会0000014119 641-6196 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市 左京区上高野 深田町52-4 代表取締役 藤本俊次
株式会社藤本車輌0000015997 702-9222 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京南上合町40番地 代表取締役 猪奥隆志
株式会社二葉自動車工作所0000003786 802-1251 中小企業市内

ベストバリューエネルギー株式会 京都府京都市下京区五条通大宮南門前町480番 富士火災京都ビル2階 代表取締役 森川宏
0000021343 352-5730 中小企業市内社

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0005 車両部品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市 伏見区横大路 一本木47番地1 代表取締役 船川和恵
株式会社三神0000002770 075-604-5316 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽藁田町27番地 代表取締役 筒井基好
都タクシー株式会社0000022895 671-6101 中小企業市内

京都府京都市山科区小野鐘付田町10番地2 代表取締役 三輪智信
株式会社三輪タイヤ0000018806 571-2476 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町３丁目51番地1 取締役社長 向井洋子
向井石油株式会社0000003175 924-0391 中小企業市内

京都府京都市山科区小野鐘付田町10-2 代表取締役 三輪智信
株式会社モビリティープラス0000022026 573-8815 中小企業市内

京都府京都市北区紫野宮西町17番地の1 代表取締役 森尚茂
株式会社森商会0000009660 414-0515 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽菅田町29 代表取締役 堀田俊之
株式会社ユーシン0000021329 661-1578 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南苗代町5番地の1 代表取締役 新井成柱
株式会社ラ・テール0000010557 681-3431 中小企業市内

京都府京都市上京区上長者下る菊屋町506番地1 菊浦伸日
りんりん自転車店0000019983 411-0002 中小企業市内

京都府京都市 右京区西院 西今田町13番地の2 代表取締役 谷本将崇
株式会社レオタニモト0000017350 311-0447 中小企業市内

京都府京都市 山科区西野 八幡田町33-5 代表取締役 岩見能行
有限会社ロックモータース0000019250 591-6900 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0006 車検・修理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町681番地 代表取締役 岩見幸夫
株式会社アオキオート商会0000004638 256-0478 中小企業市内

京都府京都市北区紫野下鳥田町57番地の1 代表取締役 青山博
株式会社青山石油0000002098 075-491-1668 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南村山町2番地 代表取締役 三浦靖
株式会社ＡＬＡＮ0000018779 681-3222 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町76番地 代表取締役 今北治作
今北自動車工業株式会社0000001210 311-3918 中小企業市内

京都府京都市右京区京北上弓削町百合ノ鼻3ｰ1 代表取締役 岩鼻敬介
有限会社岩鼻モータース0000011741 854-0355 中小企業市内

京都府京都市 右京区太秦 下角田町11番地の3 代表取締役 平子君栄
株式会社右京モーター0000016781 882-5557 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

エフビーインターナショナル株式 京都府京都市山科区小野西浦58番地の28 代表取締役 岡村正人
0000021260 573-6955 中小企業市内会社

京都府京都市右京区西院太田町13番地 大槻芳久
大槻自動車0000022857 312-6626 中小企業市内

京都府京都市 左京区岡崎 東天王町8番地の11 代表取締役 澤邉信之
株式会社岡崎自動車0000018717 761-3336 中小企業市内

京都府京都市西京区大原野灰方町68-2 代表取締役 小田精彰
株式会社小田石油0000016816 331-0140 中小企業市内

京都府京都市右京区京北大野町廣畑60-1番地 河原林進
カーピット・河原林0000011754 853-0129 中小企業市内

京都府京都市左京区田中上玄京町20番地 加藤惠市
加藤モータース0000014011 781-3542 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町下ヶ市20 川面雅義
川面工作所0000011747 852-0137 中小企業市内

京都府京都市南区久世築山町180番地2 代表取締役 奥村泰正
関西モータース株式会社0000002446 921-4151 中小企業市内

京都府京都市上京区寺之内通大宮東入妙蓮寺前町341番地 木代芳孝
木代商会0000022603 441-4490 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津段町8番地 代表取締役 兼元秀和
株式会社キャビック0000009218 881-7711 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂御正町2 代表取締役 大八木仁志
有限会社京都カーサービス0000022829 391-4958 中小企業市内

（京都府）京都府宇治市槇島町清水48 ベルファ宇治1F 代表取締役 近藤秀樹
京都自転車販売株式会社0000022582 0774-25-5000 中小企業市内 （営業企画室室長 近藤大督）

京都府京都市右京区西京極東大丸町8番地 代表取締役 池辺聡志
京都ダイハツ販売株式会社0000001233 311-8111 大企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0006 車検・修理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区吉祥院三ノ宮町100番地 代表取締役 粂田昌宏
京都トヨタ自動車株式会社0000003240 681-8521 大企業市内

京都府京都市南区西九条高畠町45番地 代表取締役 奥田俊彦
京都日産自動車株式会社0000003279 681-7121 大企業市内

京都府京都市 下京区綾小路通 柳馬場西入綾材木町201番地 代表理事 村上一郎
京都府自転車軽自動車商協同組合0000020178 351-1689 中小企業市内

京都府京都市南区西九条菅田町15番地 代表取締役 小林康
京都三菱自動車販売株式会社0000008238 662-7618 大企業市内

京都府京都市南区吉祥院向田西町8番地 代表取締役 中村斉
近畿オート株式会社0000009488 312-0551 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町117番地 代表取締役 齊藤聖史
近畿工管株式会社0000017953 801-9312 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町18番地 代表取締役 黒川達久
株式会社ギオンモータース0000003181 681-0581 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町12番地 代表取締役 熊野秀紀
株式会社熊野自動車商会0000023213 644-5711 中小企業市内

京都府京都市上京区下立売通御前通西入行衛町437番地7 川原寛史
Ｋ．Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ0000022035 802-3000 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院向田西町1番地 代表取締役 津田正樹
株式会社京滋マツダ0000013086 314-3751 大企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院観音堂町12番地2 代表取締役社長 林晃生
京滋ユアサ電機株式会社0000003193 671-6116 中小企業市内 （支店長 吉本充）

京都府京都市上京区丸太町通日暮西入西院町747番地の60 代表取締役 関井邦夫
三光自動車工業株式会社0000003961 075-841-5663 中小企業市内

京都府京都市 南区吉祥院 池ノ内町9番地1 代表取締役 細矢禎姫
株式会社忍自動車0000019504 661-0888 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市右京区京北中地町中地谷10-1 正澤数雄
正沢自動車整備工場0000011778 855-0131 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田向代町512番地 代表取締役 城谷忠
株式会社城谷自動車工作所0000003203 681-3581 中小企業市内

株式会社ジャパンオートパーツ２ 京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町58番1 代表取締役 西河朋浩
0000008251 621-3174 中小企業市内４

株式会社Super Energie Connecti 京都府京都市南区上鳥羽南鉾立町14-1 代表取締役 杉江勝
0000003028 661-1212 中小企業市内on

京都府京都市左京区田中西大久保町14-19 瀬野正幸
瀬野モーター商会0000019979 781-5742 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽高畠町105番地の1 代表取締役 田辺紀之
株式会社タナベ0000022266 681-0178 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0006 車検・修理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（京都府）京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町54番地 代表取締役 伊藤洋
株式会社第一モータース0000022892 622-4003 中小企業市内

（富澤伸二）

京都府京都市右京区西院平町拾番地 代表取締役 井上雅文
株式会社大黒商会0000008094 311-3320 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院這登中町17番地の1 代表取締役 西浩司
有限会社大和電機商会0000003176 681-0401 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我西出町4-17-102 代表取締役 橋本健
株式会社TK0000022239 925-9861 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京南大炊御門町1番地の1 代表取締役 山本宏樹
トヨタカローラ京都株式会社0000008406 461-9191 大企業市内

京都府京都市右京区京北周山町上太田25-7 代表取締役 中道知圭
株式会社中道自動車0000011766 852-0336 中小企業市内

京都府京都市 西京区大枝北沓掛町 ３丁目6番地2 代表取締役 永原亘
有限会社ナガハラタイヤ0000019916 332-4028 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院池ノ内町23 小柴強
日光タイヤー工業所0000003231 681-7518 中小企業市内

京都府京都市北区平野上八丁柳町63番地 代表取締役 森藤昌和
株式会社白梅ファクトリー0000016003 462-8981 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京原町118番地 代表取締役 中井一雄
光自動車工業株式会社0000003782 802-0355 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院池田南町11 代表取締役社長 上岡久弥
株式会社ビクトリー自動車0000009331 661-3210 中小企業市内

京都府京都市 西京区松尾 大利町20-35 みやびコーポ山口1階 森靖志
ピュアスポーツ・モリ0000018241 391-0747 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市 左京区上高野 深田町52-4 代表取締役 藤本俊次
株式会社藤本車輌0000015997 702-9222 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京南上合町40番地 代表取締役 猪奥隆志
株式会社二葉自動車工作所0000003786 802-1251 中小企業市内

ベストバリューエネルギー株式会 京都府京都市下京区五条通大宮南門前町480番 富士火災京都ビル2階 代表取締役 森川宏
0000021343 352-5730 中小企業市内社

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市中京区西ノ京小倉町4番地 代表取締役 吉田忠之
有限会社丸安商会0000014689 841-4291 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽藁田町27番地 代表取締役 筒井基好
都タクシー株式会社0000022895 671-6101 中小企業市内

京都府京都市山科区小野鐘付田町10番地2 代表取締役 三輪智信
株式会社三輪タイヤ0000018806 571-2476 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0006 車検・修理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区久世中久世町３丁目51番地1 取締役社長 向井洋子
向井石油株式会社0000003175 924-0391 中小企業市内

京都府京都市山科区小野鐘付田町10-2 代表取締役 三輪智信
株式会社モビリティープラス0000022026 573-8815 中小企業市内

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス

京都府京都市右京区京北塔町宮ノ前1-2 室茂樹
山二機械商会0000011726 853-0058 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽菅田町29 代表取締役 堀田俊之
株式会社ユーシン0000021329 661-1578 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南苗代町5番地の1 代表取締役 新井成柱
株式会社ラ・テール0000010557 681-3431 中小企業市内

京都府京都市上京区上長者下る菊屋町506番地1 菊浦伸日
りんりん自転車店0000019983 411-0002 中小企業市内

京都府京都市 右京区西院 西今田町13番地の2 代表取締役 谷本将崇
株式会社レオタニモト0000017350 311-0447 中小企業市内

京都府京都市 山科区西野 八幡田町33-5 代表取締役 岩見能行
有限会社ロックモータース0000019250 591-6900 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎北御所町56 佐原孝
若松工業所0000016806 761-3101 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0007 航空機部品修理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南苗代町5番地の1 代表取締役 新井成柱
株式会社ラ・テール0000010557 681-3431 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0008 その他（車両（電車車両を除く））

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町681番地 代表取締役 岩見幸夫
株式会社アオキオート商会0000004638 256-0478 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南村山町2番地 代表取締役 三浦靖
株式会社ＡＬＡＮ0000018779 681-3222 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町76番地 代表取締役 今北治作
今北自動車工業株式会社0000001210 311-3918 中小企業市内

京都府京都市右京区京北上弓削町百合ノ鼻3ｰ1 代表取締役 岩鼻敬介
有限会社岩鼻モータース0000011741 854-0355 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市右京区西院太田町13番地 大槻芳久
大槻自動車0000022857 312-6626 中小企業市内

京都府京都市北区平野八丁柳町66番地の8 代表取締役 菊地博之
株式会社キクチコンサルタント0000002023 462-5544 中小企業市内

京都府京都市北区大将軍西町71番地 代表理事 三宅一三
共栄企業組合0000016434 464-1811 中小企業市内

（京都府）京都府宇治市槇島町清水48 ベルファ宇治1F 代表取締役 近藤秀樹
京都自転車販売株式会社0000022582 0774-25-5000 中小企業市内 （営業企画室室長 近藤大督）

京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後西町5番地 代表取締役 阿部欣也
京都スバル自動車株式会社0000003106 671-1113 大企業市内

京都府京都市南区西九条菅田町15番地 代表取締役 小林康
京都三菱自動車販売株式会社0000008238 662-7618 大企業市内

京都府京都市南区吉祥院向田西町8番地 代表取締役 中村斉
近畿オート株式会社0000009488 312-0551 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦開日町20-8 代表取締役 古市義人
サガレンタリース株式会社0000023554 871-3717 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市右京区山ノ内宮脇町1番地の1 代表取締役 高橋聖介
高橋練染株式会社0000018797 802-3111 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽高畠町105番地の1 代表取締役 田辺紀之
株式会社タナベ0000022266 681-0178 中小企業市内

京都府京都市右京区西院平町拾番地 代表取締役 井上雅文
株式会社大黒商会0000008094 311-3320 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0013 車輌（電車車輌を除く）
0008 その他（車両（電車車両を除く））

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区吉祥院這登中町17番地の1 代表取締役 西浩司
有限会社大和電機商会0000003176 681-0401 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我西出町4-17-102 代表取締役 橋本健
株式会社TK0000022239 925-9861 中小企業市内

京都府京都市南区東九条西岩本町10-2 イリアスオフィス2階 代表理事 上田雄太
一般社団法人ＤＰＣＡ0000021562 606-6865 中小企業市内

京都府京都市北区衣笠東御所ノ内町46番地 代表取締役 土佐昭範
土佐商行株式会社0000010192 462-8887 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町上太田25-7 代表取締役 中道知圭
株式会社中道自動車0000011766 852-0336 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京原町118番地 代表取締役 中井一雄
光自動車工業株式会社0000003782 802-0355 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路芝生52番地 代表取締役 福永峰夫
有限会社福永レッカーサービス0000008632 601-4897 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市南区上鳥羽尻切町15-4 代表取締役 松尾吉起
株式会社マツオ0000003065 661-5200 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京小倉町4番地 代表取締役 吉田忠之
有限会社丸安商会0000014689 841-4291 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽藁田町27番地 代表取締役 筒井基好
都タクシー株式会社0000022895 671-6101 中小企業市内

京都府京都市山科区小野鐘付田町10番地2 代表取締役 三輪智信
株式会社三輪タイヤ0000018806 571-2476 中小企業市内

京都府京都市山科区小野鐘付田町10-2 代表取締役 三輪智信
株式会社モビリティープラス0000022026 573-8815 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南苗代町5番地の1 代表取締役 新井成柱
株式会社ラ・テール0000010557 681-3431 中小企業市内

京都府京都市上京区上長者下る菊屋町506番地1 菊浦伸日
りんりん自転車店0000019983 411-0002 中小企業市内

京都府京都市 右京区西院 西今田町13番地の2 代表取締役 谷本将崇
株式会社レオタニモト0000017350 311-0447 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0014 食料・飼料・植物類
0001 食料

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区西木屋町通四条上る紙屋町361番地 代表取締役 和田有弘
アサヒ氷業有限会社0000020529 221-3890 中小企業市内

株式会社アドプランツコーポレー 京都府京都市 中京区堺町通 竹屋町上る橘町92番地 シンフォニー御所堺町御門前B-1 代表取締役 増永滋生
0000018165 708-8587 中小企業市内ション

京都府京都市伏見区淀池上町29番地 代表取締役 荒木一誠
株式会社荒木飼料店0000002828 631-2045 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町82番地 代表取締役 石原收
株式会社イシハラ牛乳0000022356 821-2588 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西長町9-21 代表取締役 矢田久喜
株式会社植徳0000020441 331-9110 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町36-13 代表者 水上文彰
Water Up Farm0000022385 755-4485 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉中町395 代表取締役社長 宮田貴之
株式会社エーコープ京都中央0000022651 701-2512 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝南福西町三丁目7番地2号 代表 足達宗和
扇園0000010288 332-8431 中小企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通竹屋町下る五丁目226-3 御所南宮崎ビル2階 代表取締役 小野修一
オカニワ株式会社0000003391 585-5607 中小企業市内

京都府京都市南区大宮通八条下る東寺東門前町64番地 代表 小澤成介
小澤清風園0000010296 691-2563 中小企業市内

京都府京都市右京区西院巽町40 代表取締役 谷内伸行
有限会社オフィスショップ・ヤチ0000023423 312-7297 中小企業市内

京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀分木町市有地 代表取締役 澤山元宏
株式会社桂幸0000008516 311-9945 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂壱町口町32 代表取締役 土明周史
かね正青果株式会社0000002137 724-5400 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦安井松本町22-35 代表取締役 高田真嗣
有限会社京鹿の子0000009923 803-6200 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山百々町245番地の1 代表取締役 藤原猛
株式会社京キュウ0000008519 591-1333 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0014 食料・飼料・植物類
0001 食料

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市下京区朱雀分木町80番地 京都市中央卸売市場第一市場内 鮮魚部55号 代表取締役 平井浩太
京都魚類特別消費株式会社0000001290 312-5815 中小企業市内

公益財団法人きょうと京北ふるさ 京都府京都市右京区京北上弓削町段上ノ下2番地の1 理事長 久保和平
0000011992 854-8488 中小企業市内と公社

京都府京都市 中京区壬生 仙念町30 京都市地域リハビリテーション推進センター１F 理事長 加藤博史
社会福祉法人京都光彩の会0000001364 813-0501 中小企業市内

京都府京都市上京区丸太町通油小路西入米屋町300番地の2 代表取締役 垣口秀昭
株式会社京都瑞松園0000001000 231-3235 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀分木町市有地 代表取締役 原田慶
京都中央物産株式会社0000009928 311-5395 中小企業市内

京都府京都市右京区京北上弓削町岡ノ元7番地 代表取締役 梶谷よしみ
有限会社京都ファーム0000021816 854-0510 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537番地4号 代表取締役社長 福永法弘
株式会社京都ホテル0000023575 211-5111 大企業市内

京都府京都市伏見区淀美豆町457 代表取締役 土高功陽
京都ロンド株式会社0000016767 633-2839 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川久保田町21番地 代表取締役 朝田華美
株式会社京屋0000003399 721-2000 中小企業市内

京都府京都市左京区浄土寺東田町53番地 代表取締役 大西雷三
株式会社銀閣寺大西0000020478 761-0024 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山長岡越中東町103番地の2 代表取締役 道端和之
株式会社ケイエフエス0000023637 603-3210 中小企業市内

京都府京都市北区紫野石龍町23番地の11 代表取締役 小池高史
小池教材株式会社0000002133 492-1005 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京中保町28 河野健樹
サッカーの店カワノ0000021768 461-1230 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽大物町68番地 代表取締役 上田勝康
株式会社三笑堂0000003216 681-5131 中小企業市内

京都府京都市 右京区山ノ内 五反田町35番地 代表取締役 堀三津雄
株式会社志津屋0000020138 811-6000 大企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市南区西九条大国町3 中野新一
慈恩広告社0000020760 693-9092 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺壬生川町12番地 代表取締役 祖父江良典
株式会社ソフエ鶏卵0000001630 075-351-7000 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0014 食料・飼料・植物類
0001 食料

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田本町26番地9 代表取締役 竹村京子
株式会社竹村玉翠園0000022299 771-1339 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市左京区二条通川端東入大文字町165番地 取締役 青木康一郎
有限会社大同商事0000016786 691-3258 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦木ノ下町16-11 代表取締役 上川正浩
大和物産株式会社0000021573 311-1325 中小企業市内

京都府京都市中京区堺町通六角下る甲屋町390番地 代表取締役 西村達也
中央米穀株式会社0000008945 221-5074 中小企業市内

特定非営利活動法人ハートブライ （京都府）京都府京都市中京区西ノ京円町4番1 理事長 野地芳雄
0000022924 463-5280 中小企業市内 （施設長 古賀直充）ト

京都府京都市伏見区向島庚申町52番地 店主 畠山勝行
畠山翠蒼園茶舗0000010470 601-6963 中小企業市内

京都府京都市東山区大和大路五条下ル二丁目上棟梁町112-3 代表取締役 畠山稔
株式会社畠山商店0000012779 541-2923 中小企業市内

京都府京都市南区西九条藤ノ木町23 代表取締役 岩井一路
株式会社ハトヤフーズ0000015334 662-1230 中小企業市内

京都府京都市左京区花脊別所町399番地 代表取締役 井上公人
株式会社花背山の家協会0000017309 746-0721 中小企業市内

京都府京都市東山区大仏南門通大和大路東入東瓦町681 代表理事 松井武司
東山企業組合0000010478 541-3181 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通竹屋町上ル大文字町241番地 代表取締役 平岩亘
株式会社平岩0000000926 222-1041 中小企業市内

京都府京都市左京区丸太町通川端東入下堤町78番地 代表取締役 平塚正寛
株式会社平塚薬局0000003581 771-1496 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀正会町15番地32 代表取締役 廣瀬重信
株式会社廣瀬商店0000001680 361-4266 中小企業市内

京都府京都市伏見区本材木町668-3 月桂冠酒造オフィス1・2号室 理事長 増田徳兵衛
特定非営利活動法人伏見観光協会0000022672 622-8758 中小企業市内

有限会社伏見プランニングセンタ 京都府京都市伏見区本材木町668番地3 月桂冠酒蔵オフィス3号室 代表取締役 中川雄介
0000010043 622-8750 中小企業市内ー

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0014 食料・飼料・植物類
0001 食料

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市西京区桂上野東町129番地 代表取締役 馬場益弘
株式会社不二家商事0000013710 391-0055 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生神明町1番地41ー1 代表社員 木村素子
Plustus合同会社0000021606 080-5307-2939 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条石井町8-1 代表取締役 松井謙二
マツイ青果食品株式会社0000001250 312-1616 中小企業市内

京都府京都市伏見区山崎町361 代表取締役社長 土方義人
株式会社丸越0000022288 611-2520 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生神明町1番地8 代表取締役 高木輝
株式会社丸正高木商店0000010515 801-0001 中小企業市内

京都府京都市中京区西洞院通夷川上る毘沙門町398-3 ＡＸＩＳ105 代表取締役 田村憲一
株式会社ミームファクトリー0000021253 748-1479 中小企業市内

京都府京都市上京区相国寺門前町643-6 風良都館3Ｆ 代表取締役 中馬一登
株式会社ＭＩＹＡＣＯ0000023687 757-6601 中小企業市内

京都府京都市上京区小川通寺之内上る二丁目禅昌院町648番地の1 代表取締役 大谷裕巳
株式会社ミリエーム0000020532 451-5111 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町下ヶ市5-10 村山正
村山晃商店0000011781 852-0146 中小企業市内

京都府京都市中京区猪熊通四条上る錦猪熊町521番地 代表取締役 吉岡浩人
株式会社モリタ屋0000020516 661-0298 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀分木町28-1 代表取締役 戸出幸祐
株式会社やま久0000008773 311-6194 中小企業市内

（京都府）京都府京都市下京区寺町通仏光寺下る恵美須之町527番地 吉田宗兵衛
吉田宗兵衛商店0000014619 351-1012 中小企業市内

（吉田宗弘）

京都府京都市 南区吉祥院 仁木ノ森町4番地5 代表取締役 中川清美
株式会社ヨシノミートパッカー0000018799 672-8484 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽北ノ口町51番地 代表取締役 土高功陽
ロンドフードサービス株式会社0000016769 602-3200 中小企業市内
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京都府京都市伏見区淀池上町29番地 代表取締役 荒木一誠
株式会社荒木飼料店0000002828 631-2045 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西長町9-21 代表取締役 矢田久喜
株式会社植徳0000020441 331-9110 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師菱川町559番地94 代表取締役 臼井崇
有限会社臼井製作所0000004196 075-954-8759 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉中町395 代表取締役社長 宮田貴之
株式会社エーコープ京都中央0000022651 701-2512 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草下川原町125 下川原小堀マンション２１号 代表取締役 小山田國光
株式会社エスエス0000023332 606-1992 中小企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通竹屋町下る五丁目226-3 御所南宮崎ビル2階 代表取締役 小野修一
オカニワ株式会社0000003391 585-5607 中小企業市内

株式会社オリエンタルバイオサー （京都府）京都府京都市右京区西京極葛野町28番地 代表取締役社長 植村稔
0000001425 075-322-1177 中小企業市内 （営業部長 桑原克彦）ビス

京都府京都市北区上賀茂壱町口町32 代表取締役 土明周史
かね正青果株式会社0000002137 724-5400 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀分木町80番地 京都市中央卸売市場第一市場内 鮮魚部55号 代表取締役 平井浩太
京都魚類特別消費株式会社0000001290 312-5815 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南島田町72番地 代表取締役 小椋義昭
株式会社京都三協食鳥0000021583 662-6694 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂二軒家町９番地 代表理事組合長 田中俊夫
京都市森林組合0000014070 722-3622 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路菅本2-35 代表取締役 星山基安
京都蛋白株式会社0000018958 622-5050 中小企業市内

京都府京都市左京区浄土寺東田町53番地 代表取締役 大西雷三
株式会社銀閣寺大西0000020478 761-0024 中小企業市内

京都府京都市 中京区西ノ京 西月光町40番地 代表取締役 北村典
株式会社ケー・エー・シー0000019510 801-9311 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山長岡越中東町103番地の2 代表取締役 道端和之
株式会社ケイエフエス0000023637 603-3210 中小企業市内

京都府京都市北区紫野石龍町23番地の11 代表取締役 小池高史
小池教材株式会社0000002133 492-1005 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路菅本2-35 代表取締役 星山弘子
株式会社三星0000022284 622-6666 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田下阿達町37番地 代表取締役 清水何一
清水実験材料株式会社0000015902 752-0531 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0014 食料・飼料・植物類
0002 飼料

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市上京区七本松通中立売下ル三軒町77番地 代表取締役 樋口隆三
樋口造園株式会社0000002010 462-1385 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦多薮町14-91 益田修一
フラワーショップ花とも0000015615 882-7728 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条石井町8-1 代表取締役 松井謙二
マツイ青果食品株式会社0000001250 312-1616 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀分木町28-1 代表取締役 戸出幸祐
株式会社やま久0000008773 311-6194 中小企業市内

京都府京都市 南区吉祥院 仁木ノ森町4番地5 代表取締役 中川清美
株式会社ヨシノミートパッカー0000018799 672-8484 中小企業市内

京都府京都市下京区和気町12番地 代表取締役 佐藤能生
株式会社リビングハシモト0000001721 371-2608 中小企業市内

京都府京都市 伏見区横大路 千両松町209番地 代表取締役 西上貴子
和宏産業株式会社0000017275 622-1641 中小企業市内
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京都府京都市右京区京北下弓削町中川原1番地の8 代表取締役 青木健治
株式会社青木建設埀見造園0000011982 854-0225 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦三尾町1番地の19 代表取締役 青木恒雄
株式会社青木農園0000005444 463-7182 中小企業市内

京都府京都市左京区静市市原町440-13 代表取締役 堀切謙一郎
株式会社青山造園0000003386 754-8407 中小企業市内

株式会社アドプランツコーポレー 京都府京都市 中京区堺町通 竹屋町上る橘町92番地 シンフォニー御所堺町御門前B-1 代表取締役 増永滋生
0000018165 708-8587 中小企業市内ション

京都府京都市伏見区淀池上町29番地 代表取締役 荒木一誠
株式会社荒木飼料店0000002828 631-2045 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市西京区桂市ノ前町21番地 取締役 伊藤寛郎
有限会社伊藤花店0000009696 381-2424 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草直違橋二丁目411番地 取締役 井上哲
有限会社井上商店0000010091 641-1090 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通河原町東入樋の口町464 代表取締役 茨木正
株式会社茨木春草園0000005176 211-3418 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生中川町9番地 代表 岩井勝巳
岩井生花店0000022919 841-3398 中小企業市内

京都府京都市山科区西野野色町5番地の32 代表取締役 岩城賢一
株式会社岩城生花店0000010263 593-3180 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西長町9-21 代表取締役 矢田久喜
株式会社植徳0000020441 331-9110 中小企業市内

京都府京都市左京区鹿ヶ谷西寺ノ前町45番地 代表取締役社長 加藤友規
植彌加藤造園株式会社0000003598 771-3052 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨宮崎町1-30 代表取締役 寺嵜幸雄
有限会社植泰0000003442 722-6251 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町36-13 代表者 水上文彰
Water Up Farm0000022385 755-4485 中小企業市内

京都府京都市西京区大原野上里紅葉町3の9 代表取締役 田中孝
株式会社右京野造園0000001473 331-4137 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草下川原町125 下川原小堀マンション２１号 代表取締役 小山田國光
株式会社エスエス0000023332 606-1992 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津北町54 大森智
大森安商店0000009907 861-2027 中小企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通竹屋町下る五丁目226-3 御所南宮崎ビル2階 代表取締役 小野修一
オカニワ株式会社0000003391 585-5607 中小企業市内
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京都府京都市山科区音羽珍事町105番地 代表取締役 溝川長雄
株式会社オトワ園芸0000002450 075-581-5427 中小企業市内

京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山与五郎町1番地の204 代表取締役 川並哲雄
株式会社かわなみ緑花園0000002701 0774-22-8582 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂北村町138 代表取締役 片岡靖久
株式会社菊水ガーデン0000001759 075-381-3148 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂二軒家町９番地 代表理事組合長 田中俊夫
京都市森林組合0000014070 722-3622 中小企業市内

京都府京都市東山区円山町463番地 理事長 森本幸裕
公益財団法人京都市都市緑化協会0000020562 561-1350 中小企業市内

京都府京都市北区大宮土居町2-14 代表理事 川勝正彦
一般社団法人京都森林整備隊0000019299 494-0070 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路菅本2-35 代表取締役 星山基安
京都蛋白株式会社0000018958 622-5050 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通二条南入一之船入町537番地4号 代表取締役社長 福永法弘
株式会社京都ホテル0000023575 211-5111 大企業市内

京都府京都市 右京区京北 細野町 瀧ノ向6番地2 代表理事 米嶋昌史
京北銘木生産協同組合0000018151 852-0490 中小企業市内

京都府京都市北区紫野石龍町23番地の11 代表取締役 小池高史
小池教材株式会社0000002133 492-1005 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂二軒家町7番地 代表取締役 小鷹照幸
株式会社小鷹造園0000016616 706-8302 中小企業市内

京都府京都市上京区上の下立売通御前通西入堀川町516番地 代表者 和田正雄
近藤創造園0000020230 465-3778 中小企業市内

京都府京都市西京区大原野北春日町339番地の3 代表取締役 斉藤貴博
株式会社斉藤造園0000001482 331-9081 中小企業市内

京都府京都市 西京区大枝南福西町 三丁目11番地12 代表取締役 吉村正美
株式会社嵯峨山園0000019195 331-6851 中小企業市内

京都府京都市山科区安朱堂ノ後町3番地 代表取締役 小島玉雄
サン・アクト株式会社0000004667 595-5501 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路菅本2-35 代表取締役 星山弘子
株式会社三星0000022284 622-6666 中小企業市内

株式会社サンフラワー・サービス 京都府京都市西京区大枝西長町3番地の70 代表取締役 松尾正晃
0000009231 331-0358 中小企業市内まつおえんげい

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
株式会社シティービルサービス0000001864 415-1166 中小企業市内
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京都府京都市南区久世大藪町28番地の9 嶋岡良弘
嶋岡生花店0000012994 921-7019 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市上京区今出川通智恵光院西入西北小路町248 取締役 谷奥秀男
有限会社集花園0000009238 414-1878 中小企業市内

京都府京都市北区大宮上ノ岸町2番地5 代表取締役 川崎泰大
株式会社象工舎0000020934 755-6552 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨苅分町17番地 代表取締役 山下雄一郎
株式会社鈴木庭園0000004015 861-2903 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町42-2 代表取締役 須田肇
株式会社須田群勝園0000022064 312-3303 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市伏見区両替町二丁目372-3 代表者 上羽一男
生花店花丸0000011082 611-5520 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西長町3番地の18 代表取締役 安井良博
株式会社千福花苑0000009262 331-6250 中小企業市内

京都府京都市北区大宮釈迦谷4番地28 代表取締役 枡田憲男
株式会社造園マスダ0000022557 492-0828 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院西町18 代表取締役 高石正弘
株式会社高石造園土木0000003508 751-1717 中小企業市内

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地 代表取締役社長 瀧井傅一
タキイ種苗株式会社0000001701 365-0123 大企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市 上京区桝形通 出町東入青龍町93 代表取締役 青山亨
株式会社タネ源0000020145 231-3537 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐南西裏町１番地８ 代表取締役 植木庸介
株式会社ダイゴ花苑0000012988 571-5514 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草新門丈町215番地 竹田ビル3階 代表取締役 大原浩起
大伸株式会社0000019751 645-0011 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺閑林寺85番地1 代表取締役 吉野由利子
株式会社ちきりやガーデン0000002341 571-1500 中小企業市内

京都府京都市西京区樫原平田町1-96 代表取締役 寺本幸弘
株式会社寺本花卉0000013110 381-3513 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0014 食料・飼料・植物類
0003 植物類・肥料

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市伏見区深草開土町3番地の3 中山勤
なかやまフローリスト0000012993 643-1187 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前登り町41番地1 代表取締役 永井正文
永井造園株式会社0000004012 861-2386 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀池上町137 服部直樹
服部花店0000011771 631-2600 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町荒神口下ル上生洲町229番地 代表取締役 中嶋博
有限会社花孝商店0000021077 231-2210 中小企業市内

京都府京都市上京区寺町今出川上る四丁目阿弥陀寺前町15番地 代表取締役 神保勝廣
株式会社花庄0000014534 222-1187 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎北御所町7番地 代表取締役 安藤也人
株式会社花忠商店0000021042 751-0878 中小企業市内

京都府京都市下京区大宮通五条下る二丁目堀之上町518番地 代表取締役 山田拓広
花豊造園株式会社0000001522 341-2246 中小企業市内

京都府京都市 伏見区桃山町 泰長老20-1 吉村博子
花のよしむら0000017210 611-3415 中小企業市内

京都府京都市 伏見区雁金町716番地 代表取締役 堀川真司
株式会社花福生花店0000020471 611-4768 中小企業市内

京都府京都市西京区大原野小塩町203番地 代表取締役 林 吾一
株式会社林造園建設工業0000001447 331-0354 中小企業市内

京都府京都市上京区七本松通中立売下ル三軒町77番地 代表取締役 樋口隆三
樋口造園株式会社0000002010 462-1385 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草 中川原町13 代表取締役 山本義明
有限会社フローワイズ0000019968 532-2987 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院九条町43番地の1 代表取締役 三浦和彦
有限会社三浦種苗0000003222 681-6234 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽八ノ坪8番地の22 代表取締役 水田俊宏
株式会社水田造園緑地0000002481 591-3128 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
都総合管理株式会社0000001859 415-0001 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守順子
都テック株式会社0000009651 415-0030 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町45 代表取締役 余座正剛
村岸造園株式会社0000002863 641-1018 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院里ノ内町84番地 代表取締役 松本明
矢田造園建設株式会社0000003146 672-2312 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0014 食料・飼料・植物類
0003 植物類・肥料

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市左京区岡崎西福ノ川町1番地 山岡茂一
やなぎや日用品店0000010536 771-1621 中小企業市内

京都府京都市北区大宮薬師山東町13-36 山田敏彦
山一造園0000010537 491-3567 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草谷口町49番地1 ロイヤルハイツ八洲2 1Ｆ 代表取締役 山田隆之
株式会社山田造園0000006466 641-9149 中小企業市内

京都府京都市西京区松尾東ノ口町１８‐９ 山下俊彦
山彦造園0000022872 394-3487 中小企業市内

京都府京都市西京区樫原盆山15番地１ リーファーストビル 代表取締役 小石玖三主
株式会社ヨードクリーン0000010549 381-0057 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我御旅町2番地の86 代表取締役 吉村正雄
株式会社吉村造園0000006302 921-9687 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0015 薬品・塗料・燃料
0001 薬品材料

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市左京区二条通新間之町西入頭町333番地 代表取締役 青山悦大
青山商事株式会社0000003548 075-761-2161 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中川原町381番地 代表取締役社長 森下陽治
石黒メディカルシステム株式会社0000000933 075-641-1496 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町10番地 代表取締役 中森悠輔
株式会社泉産業0000008957 312-6551 中小企業市内

京都府京都市下京区和気町15番地 代表取締役 伊東卓男
伊東公業株式会社0000009695 361-6451 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

エア・ウォーター・リンク株式会 京都府京都市伏見区竹田向代町132番地1 代表取締役 豊島貴司
0000005606 694-1052 中小企業市内社

京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル４階 代表取締役 市村徹
株式会社エソール0000023215 823-0510 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84番地 代表取締役 品川武志
環境計測株式会社0000002965 643-0341 大企業市内

京都府京都市伏見区横大路一本木19番地 代表取締役 白井幸夫
株式会社Ｋｉｓｔ0000002649 602-7311 中小企業市内

京都府京都市中京区油小路通二条下ル二条油小路町291番地 代表取締役 青木隆介
株式会社北村0000000902 221-6695 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮神田町4番地 古橋山科ビル 代表取締役社長 大橋一宏
株式会社京都医療設計0000008396 594-5595 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽菅田町39 代表取締役 倉本和幸
株式会社京都設備0000003026 661-1155 中小企業市内

（京都府）大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 代表取締役 岸本京子
京都電子工業株式会社0000000643 06-6942-7373 中小企業市内

（支店長 新出孝司）

（京都府）京都府京都市南区吉祥院稲葉町31番地1 代表取締役 中村和彦
京都和光純薬株式会社0000003055 661-3591 中小企業市内

（所長 水嶋幸司）

（京都府）京都府京都市南区吉祥院池田町8番地 代表取締役 西田繁夫
株式会社共和0000011703 681-2506 中小企業市内 （所長 三浦康利）

京都府京都市 中京区西ノ京 池ノ内町4番地 中嶋一郎
寿屋中島薬局0000017303 841-4155 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺西北出町68番地 代表取締役 佐々木智一
佐々木化学薬品株式会社0000002467 581-9141 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽大物町68番地 代表取締役 上田勝康
株式会社三笑堂0000003216 681-5131 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田下阿達町37番地 代表取締役 清水何一
清水実験材料株式会社0000015902 752-0531 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0015 薬品・塗料・燃料
0001 薬品材料

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区東九条東御霊町22番地の15 代表取締役 本夛浩
株式会社関塗料0000009789 671-0395 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市下京区万寿寺通高倉東入官社殿町189番地 代表取締役 小吹修三
株式会社中川商店0000001599 351-2683 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通烏丸西入東玉屋町498番地 代表取締役社長 半井大
ナカライテスク株式会社0000008288 211-2516 大企業市内

京都府京都市上京区七本松通中立売下ル三軒町77番地 代表取締役 樋口隆三
樋口造園株式会社0000002010 462-1385 中小企業市内

京都府京都市左京区丸太町通川端東入下堤町78番地 代表取締役 平塚正寛
株式会社平塚薬局0000003581 771-1496 中小企業市内

京都府京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町519番地12 代表取締役 片山敦司
有限会社福井度量器0000013732 366-8871 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町2番地 代表取締役社長 清水豊光
株式会社ホスピタルサービス0000010503 671-2361 中小企業市内

（京都府）京都府京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町524番地 代表取締役 大橋庸利
前田化学株式会社0000000966 231-0166 中小企業市内 （取締役京都支店長 八田弘和）

京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 代表取締役 戸島耕二
株式会社増田医科器械0000005357 623-7111 中小企業市内

京都府京都市上京区浄福寺通今出川上ル有馬町183 代表取締役 松村祐一
株式会社松村0000001905 432-4116 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院堤外町29番地の55 代表取締役 岡本宏平
三谷化工株式会社0000001297 313-0014 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院里ノ内町84番地 代表取締役 松本明
矢田造園建設株式会社0000003146 672-2312 中小企業市内

京都府京都市伏見区治部町107番地 代表取締役 齋恒治
株式会社山菱商店0000002788 622-1215 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺西水干町17番地 代表取締役 西川雅浩
和研薬株式会社0000008264 711-7171 中小企業市内

（京都府）京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番地の2 代表取締役 村田清和
ワタキューセイモア株式会社0000004310 0774-82-5101 中小企業市内 （支店長 奥山剛治）

京都府京都市左京区一乗寺宮の東町59番地 渡邊昭三
渡辺薬品0000008126 701-1777 中小企業市内

京都府京都市西京区御陵北山下町55番地1-6 代表取締役 北村健一
株式会社ワンズライフ0000022625 925-8727 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0015 薬品・塗料・燃料
0002 化学工業薬品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市左京区二条通新間之町西入頭町333番地 代表取締役 青山悦大
青山商事株式会社0000003548 075-761-2161 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院落合町20番地 代表取締役 石田勉
石田化学工業株式会社0000003057 661-3611 中小企業市内

京都府京都市下京区和気町15番地 代表取締役 伊東卓男
伊東公業株式会社0000009695 361-6451 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市東山区大和大路通五条上ル東入池殿町205番地 代表取締役 北出秀光
有限会社北出商店0000002286 561-3924 中小企業市内

京都府京都市中京区油小路通二条下ル二条油小路町291番地 代表取締役 青木隆介
株式会社北村0000000902 221-6695 中小企業市内

京都府京都市東山区清水四丁目171 代表取締役 岩崎勤
株式会社京都イワサキ0000002281 075-561-3110 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮泓15‐4 高橋裕佳子
京都植野商会0000002457 581-7053 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦松本町14番地 代表取締役 難波太郎
京都帝酸株式会社0000004002 861-1181 中小企業市内

京都府京都市 山科区大塚 北溝町55番地1 代表取締役社長 高橋啓介
京都理化学器械株式会社0000000794 075-584-0090 中小企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院稲葉町31番地1 代表取締役 中村和彦
京都和光純薬株式会社0000003055 661-3591 中小企業市内 （所長 水嶋幸司）

（京都府）京都府京都市南区吉祥院池田町8番地 代表取締役 西田繁夫
株式会社共和0000011703 681-2506 中小企業市内 （所長 三浦康利）

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺西北出町68番地 代表取締役 佐々木智一
佐々木化学薬品株式会社0000002467 581-9141 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市上京区新白水丸町449番地1 中立売不動ビル５階 代表取締役 島津麗叔
株式会社島津水研0000010148 415-3203 中小企業市内

スリーボンドアーベル京滋株式会 京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町31 代表取締役社長 山口繁男
0000022522 602-0051 中小企業市内社

京都府京都市南区東九条東御霊町22番地の15 代表取締役 本夛浩
株式会社関塗料0000009789 671-0395 中小企業市内

京都府京都市 右京区西院 安塚町92番地 代表取締役 高取利男
高取株式会社0000003991 311-0205 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内
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内容別名簿（物品関係）市内
0015 薬品・塗料・燃料
0002 化学工業薬品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町23番地の2 代表取締役 拝師知行
株式会社大同0000001228 311-7108 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市右京区西院安塚町98番地 代表取締役 中西博也
株式会社中西塗料店0000022882 313-1991 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通烏丸西入東玉屋町498番地 代表取締役社長 半井大
ナカライテスク株式会社0000008288 211-2516 大企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町61-1 代表取締役 東元三明
株式会社灰真0000014006 661-2223 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院這登西町35番地1 代表取締役 青木菜穂
株式会社藤本太陽堂0000009347 708-7655 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂北ノ口町243番地 代表取締役 長谷川良樹
株式会社紅屋0000022354 381-0088 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町2番地 代表取締役社長 清水豊光
株式会社ホスピタルサービス0000010503 671-2361 中小企業市内

（京都府）京都府京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町524番地 代表取締役 大橋庸利
前田化学株式会社0000000966 231-0166 中小企業市内 （取締役京都支店長 八田弘和）

京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 代表取締役 戸島耕二
株式会社増田医科器械0000005357 623-7111 中小企業市内

京都府京都市上京区浄福寺通今出川上ル有馬町183 代表取締役 松村祐一
株式会社松村0000001905 432-4116 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院堤外町29番地の55 代表取締役 岡本宏平
三谷化工株式会社0000001297 313-0014 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町３丁目51番地1 取締役社長 向井洋子
向井石油株式会社0000003175 924-0391 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1 代表取締役 森本裕康
株式会社森本八十八商店0000001236 311-8231 中小企業市内

京都府京都市伏見区治部町107番地 代表取締役 齋恒治
株式会社山菱商店0000002788 622-1215 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京池ノ内町26 田中博之
ユーテックサービス0000021784 801-4336 中小企業市内

京都府京都市伏見区向島二ノ丸町68番地189 代表取締役 佐々木康人
有限会社ワイエス技研0000002728 612-0768 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺西水干町17番地 代表取締役 西川雅浩
和研薬株式会社0000008264 711-7171 中小企業市内
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京都府京都市左京区一乗寺里ノ前町24番地24 パークハイツ２０１ 代表社員 岡部晋平
合同会社ＩＯＫ0000022824 746-2827 中小企業市内

京都府京都市山科区川田御出町32番地26 代表取締役 栗山将輝
朝日リペア株式会社0000002353 501-4777 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市下京区和気町15番地 代表取締役 伊東卓男
伊東公業株式会社0000009695 361-6451 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東石ヶ坪町3番地 代表取締役 浦田篤人
株式会社浦田建装0000001442 326-2710 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草東軸町3番地1階 代表取締役 原井芽生
株式会社A-Next0000022086 646-0033 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀樋爪町190番地 代表取締役 佐藤光博
エムケイ企画工業株式会社0000006815 632-6725 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通堀川西入橋西町674番地 代表取締役 大井繁和
株式会社大井商店0000008089 075-801-5301 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市西京区川島滑樋町51番地 代表取締役 小原弘也
株式会社桂建材店0000020156 874-6410 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通富小路西入松原中之町478番地 代表取締役 加藤二郎
株式会社加藤小兵衛商店0000001593 351-1932 中小企業市内

京都府京都市南区大宮通八条下る東寺東門前町18番地 代表取締役 田中聡一
株式会社川村商店0000003294 691-6623 中小企業市内

京都府京都市 右京区西院 南井御料町1番地 代表取締役 西村佳晃
株式会社京美0000001286 075-312-8077 中小企業市内

京都府京都市 西京区御陵大枝山町 １丁目12-4 代表取締役 中村重廣
京洛工芸株式会社0000019874 332-8245 中小企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院池田町8番地 代表取締役 西田繁夫
株式会社共和0000011703 681-2506 中小企業市内 （所長 三浦康利）

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺西北出町68番地 代表取締役 佐々木智一
佐々木化学薬品株式会社0000002467 581-9141 中小企業市内
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京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市山科区東野門口町37番地5 磯野貴子
サン商事0000022885 584-5055 中小企業市内

京都府京都市右京区花園猪ノ毛町9 代表取締役 小西宗近
サンワセイフティロード株式会社0000006963 756-5512 中小企業市内

京都府京都市下京区麩屋町通仏光寺上ル俵屋町290番地 鹿田明
鹿田喜造漆店0000009233 351-7106 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂森下町1番地の107 代表取締役 清水雅弘
株式会社清水金物店0000010778 391-5228 中小企業市内

京都府京都市南区東九条東御霊町22番地の15 代表取締役 本夛浩
株式会社関塗料0000009789 671-0395 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町18 代表取締役 八田慎二
ソフトロード株式会社0000012887 662-5740 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町１丁目142-1 代表取締役 竹内敦
竹内教材株式会社0000009283 932-5244 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内

京都府京都市右京区西院平町拾番地 代表取締役 井上雅文
株式会社大黒商会0000008094 311-3320 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市西京区桂上野南町69番地3 代表取締役 高村純子
トラフィックシステム株式会社0000022381 468-1917 中小企業市内

京都府京都市左京区仁王門通新東洞院東入新東洞院町284 中井和夫
中井住宅設備0000010009 761-0379 中小企業市内

京都府京都市下京区万寿寺通高倉東入官社殿町189番地 代表取締役 小吹修三
株式会社中川商店0000001599 351-2683 中小企業市内

京都府京都市右京区西院安塚町98番地 代表取締役 中西博也
株式会社中西塗料店0000022882 313-1991 中小企業市内

京都府京都市山科区小野荘司町１３番地１３ 代表取締役 成宮潤
株式会社ナルミヤ0000011920 574-2141 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町565番地 代表取締役 松下明史
株式会社福住商店0000003257 682-7158 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町４丁目82番地 代表取締役 黒川毅
株式会社伏見商会0000014119 641-6196 中小企業市内
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京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町58番地2 芦田紀之
フタバ教材0000009349 581-4538 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺南町124番地 代表取締役 増田芳信
有限会社増田塗料店0000014695 312-8665 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽尻切町15-4 代表取締役 松尾吉起
株式会社マツオ0000003065 661-5200 中小企業市内

京都府京都市下京区万寿寺通寺町西入植松町736番地 取締役 松田義教
有限会社萬善0000001603 351-3074 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町３丁目51番地1 取締役社長 向井洋子
向井石油株式会社0000003175 924-0391 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1 代表取締役 森本裕康
株式会社森本八十八商店0000001236 311-8231 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎西福ノ川町1番地 山岡茂一
やなぎや日用品店0000010536 771-1621 中小企業市内

京都府京都市伏見区表町585番地 代表取締役 鴨田喜義
ライナーワークス株式会社0000019194 075-623-4168 中小企業市内
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京都府京都市北区紫野下鳥田町57番地の1 代表取締役 青山博
株式会社青山石油0000002098 075-491-1668 中小企業市内

京都府京都市山科区川田御出町32番地26 代表取締役 栗山将輝
朝日リペア株式会社0000002353 501-4777 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町10番地 代表取締役 中森悠輔
株式会社泉産業0000008957 312-6551 中小企業市内

京都府京都市下京区和気町15番地 代表取締役 伊東卓男
伊東公業株式会社0000009695 361-6451 中小企業市内

京都府京都市中京区車屋町通御池上ル塗師屋町344番地 代表取締役 上原晋作
上原成商事株式会社0000000829 075-212-6005 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町42番地 代表取締役 植村紀貴
株式会社植村酸素0000003137 075-672-0131 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草東軸町3番地1階 代表取締役 原井芽生
株式会社A-Next0000022086 646-0033 中小企業市内

京都府京都市南区西九条東島町63番地の1 代表取締役 青木信明
エムケイ石油株式会社0000003239 075-681-8501 中小企業市内

京都府京都市西京区大原野灰方町68-2 代表取締役 小田精彰
株式会社小田石油0000016816 331-0140 中小企業市内

京都府京都市西京区川島滑樋町51番地 代表取締役 小原弘也
株式会社桂建材店0000020156 874-6410 中小企業市内

京都府京都市西京区山田四ノ坪町1番地4 サンクブランシュ205 代表取締役 河合義郎
河合石油株式会社0000001803 391-6215 中小企業市内

京都府京都市東山区大和大路通五条上ル東入池殿町205番地 代表取締役 北出秀光
有限会社北出商店0000002286 561-3924 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通大宮西入下長福寺町295 代表取締役 木村啓三郎
木村石油株式会社0000001516 341-1451 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原東之口町4番地 代表取締役 小林一広
株式会社キョウプロ0000011761 681-0599 大企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院池田町8番地 代表取締役 西田繁夫
株式会社共和0000011703 681-2506 中小企業市内 （所長 三浦康利）

京都府京都市伏見区深草西浦町7丁目7番地 代表取締役 垣谷恵司
京滋興産株式会社0000009202 643-3201 中小企業市内

京都府京都市右京区京北下中町下河原1番地 代表取締役 上村紀文
京北石油株式会社0000011713 075-854-0402 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院流作町5番地の3 代表取締役 小中雅之
株式会社小中商会0000001319 075-313-2358 中小企業市内
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京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺西北出町68番地 代表取締役 佐々木智一
佐々木化学薬品株式会社0000002467 581-9141 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市南区東九条東御霊町22番地の15 代表取締役 本夛浩
株式会社関塗料0000009789 671-0395 中小企業市内

全国農業協同組合連合会京都府本 （京都府）京都府南丹市園部町上木崎町年ノ森3番地 府本部長 宅間敏廣
0000013770 0771-63-5221 大企業市内 （所長 後野敬太）部

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町4番地の7 代表取締役 竹内明
株式会社竹内工務店0000004114 882-7878 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町312番地 代表取締役 田中直輔
株式会社田中直染料店0000009280 351-0667 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝沓掛町13番地の201 代表取締役 田原昌人
田原石油株式会社0000001445 331-0088 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町104番地の1 代表取締役 増田貴光
株式会社大京0000007219 661-5575 中小企業市内

京都府京都市右京区西院平町拾番地 代表取締役 井上雅文
株式会社大黒商会0000008094 311-3320 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町23番地の2 代表取締役 拝師知行
株式会社大同0000001228 311-7108 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽苗代町48番地 代表取締役 北井正雄
晴喜商事株式会社0000010030 681-8271 中小企業市内

京都府京都市山科区御陵大津畑町16番地の6 代表取締役 西村隆一郎
株式会社東山0000010152 501-1022 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅向山6番地 代表取締役 福田喜之
株式会社ＦＵＫＵＤＡ0000018239 573-3030 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町４丁目82番地 代表取締役 黒川毅
株式会社伏見商会0000014119 641-6196 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

ベストバリューエネルギー株式会 京都府京都市下京区五条通大宮南門前町480番 富士火災京都ビル2階 代表取締役 森川宏
0000021343 352-5730 中小企業市内社

京都府京都市右京区京北周山町泓18-1 代表取締役 高林吉明
北桑石油株式会社0000011751 852-0054 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽尻切町15-4 代表取締役 松尾吉起
株式会社マツオ0000003065 661-5200 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0015 薬品・塗料・燃料
0004 燃料・油脂

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区久世中久世町３丁目51番地1 取締役社長 向井洋子
向井石油株式会社0000003175 924-0391 中小企業市内

京都府京都市 右京区京北 周山町 小柳5番地1 代表取締役 久保和則
森の力京都株式会社0000019265 852-0010 中小企業市内

京都府京都市伏見区治部町107番地 代表取締役 齋恒治
株式会社山菱商店0000002788 622-1215 中小企業市内

京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町22番地の4 代表取締役 吉井大祐
吉井石油株式会社0000004690 592-8883 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽広長町199 代表取締役 吉田隆
吉田商事株式会社0000002640 602-0871 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽広長町173 代表取締役 越川哲也
株式会社レボインターナショナル0000004670 604-0518 中小企業市内

京都府京都市中京区聚楽廻南町一番地 代表取締役 渡辺大輔
渡辺商事株式会社0000003935 841-2907 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0016 看板・標識・金属プレート
0001 看板・標識・金属プレート

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区東九条中御霊町8番地の5 代表取締役 高井弘信
有限会社アート・クリエイション0000003318 075-692-4137 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草五反田町6番地9 代表取締役 西山成在
株式会社アイエムジー0000022255 641-0985 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽堀子町33 代表取締役 稲葉康夫
株式会社アイファクター0000021847 634-9113 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽戒光28番地の1 代表取締役 齋藤清一
アクティブ京都株式会社0000019280 748-8156 中小企業市内

京都府京都市中京区車屋町通竹屋町上る砂金町403 田丸産業ビル4階 代表取締役 伊藤惠
株式会社アクティブケイ0000014633 255-6586 中小企業市内

京都府京都市右京区京北田貫町鳥谷24番地13 代表取締役 石崎栄治
株式会社アクトフリー0000021053 366-6643 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の188 代表取締役 浅野裕一
アサノ電気工事株式会社0000020264 312-0033 中小企業市内

京都府京都市下京区高倉通五条下る堺町22番地3 代表取締役 吉川幸伸
旭テクノ化成株式会社0000015831 341-5252 中小企業市内

京都府京都市山科区川田御出町32番地26 代表取締役 栗山将輝
朝日リペア株式会社0000002353 501-4777 中小企業市内

京都府京都市 西京区川島 有栖川町96番地3 西京桂ビル3F 代表取締役 神田徹夫
株式会社アスデザイン計画0000018167 393-7222 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師鴨川町17-4 代表取締役 竹井功
株式会社Ａｃｅｓ0000021958 874-1491 中小企業市内

京都府京都市中京区西洞院通御池下ル三坊西洞院町565番地 ラフィーネ御池505号室 代表取締役 西村吉郎
アド・アソシエイツ株式会社0000016780 257-8022 中小企業市内

京都府京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町84番地 代表取締役 人見知理
株式会社アド工芸0000009423 431-8181 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町1丁目19番地 取締役 高橋猛
有限会社アドテック0000002962 075-643-0160 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338番地 京都四条河原町ビル9階 代表取締役 足立由紀子
株式会社アド・プラネット0000020527 741-7419 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町三丁目67番地 代表取締役 天野弘一
天野屋化工株式会社0000004140 075-931-0003 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院円頓美町21 代表取締役社長 網田知邦
アミタ株式会社0000022620 761-0141 中小企業市内

京都府京都市 左京区北白川 仕伏町26 代表取締役 中田節
株式会社アルファ舞台0000018827 555-6848 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0016 看板・標識・金属プレート
0001 看板・標識・金属プレート

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市右京区京北下弓削町勝山10 井口和司
井口木材0000022323 854-0105 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中川原町381番地 代表取締役社長 森下陽治
石黒メディカルシステム株式会社0000000933 075-641-1496 中小企業市内

京都府京都市 南区大宮通 八条上る２丁目塩屋町286番地 石原國男
石原産業0000017241 681-3663 中小企業市内

京都府京都市 中京区東洞院通 二条上る壺屋町512番地3 代表取締役 城山博子
板五製材有限会社0000017334 231-7410 中小企業市内

京都府京都市上京区出水通千本西入ル尼ケ崎横町357 市原彰
市原ワークス0000014330 841-5058 中小企業市内

京都府京都市伏見区革屋町794番地1 取締役 齋藤勝
有限会社井上産業0000002676 611-0120 中小企業市内

京都府京都市南区四ツ塚町67番地 取締役 堤誠
イベント・レントオール有限会社0000009129 661-4856 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町50-18 代表 山村勝平
イマジンクリエイト0000022240 080-2373-7238 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西久保町3番地 石角嘉徳
イワタヤ0000009132 313-4248 中小企業市内

京都府京都市山科区竹鼻西ノ口町63 渡辺昌彦
インテリア渡辺0000002435 075-581-1432 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生中川町2番地の18 代表取締役 岡田敦
株式会社ウイズクリエイト0000015844 801-5308 中小企業市内

京都府京都市中京区玉蔵町121番地 美濃利ビル503 代表取締役 鈴木秋子
株式会社ＷＡＲＥＨＯＵＳＥ0000022833 741-7491 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通堺町角塩竈町363番地 代表取締役 岡村充泰
株式会社ウエダ本社0000009704 341-4111 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師菱川町559番地94 代表取締役 臼井崇
有限会社臼井製作所0000004196 075-954-8759 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎徳成町10-5 代表取締役 吉田久雄
株式会社エクセル0000009900 771-7501 中小企業市内

京都府京都市下京区新町通四条下ル四条町349 京都友禅ビル5F 代表取締役 中尾光孝
株式会社エコノシスデザイン0000021051 746-5002 中小企業市内

京都府京都市 上京区今出川通 七本松西入真盛町743番地1 代表取締役 晴間茂
株式会社エビスデザイン0000018697 464-5511 中小企業市内

（京都府）大阪府大阪市西区江戸堀１丁目17-17 クレイ肥後橋7F 代表取締役 川田一力
FKK株式会社0000022590 06-6940-7104 中小企業市内 （LED事業部営業統括部常務取締役 須磨直）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0016 看板・標識・金属プレート
0001 看板・標識・金属プレート

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

株式会社エフティーコーポレーシ 京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町5番地2 代表取締役 藤原彰
0000021254 693-7117 中小企業市内ョン

京都府京都市伏見区淀樋爪町190番地 代表取締役 佐藤光博
エムケイ企画工業株式会社0000006815 632-6725 中小企業市内

京都府京都市中京区丸太町通小川西入横鍛冶町100番地 石田大成社ビル 代表取締役 柴田憲一
株式会社遠藤写真工芸所0000009449 223-1202 中小企業市内

京都府京都市 下京区綾小路通 寺町西入足袋屋町332番地の1 代表取締役 大島博司
大島テープ株式会社0000018079 361-3101 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市上京区烏丸通椹木町上る堀松町422番地 代表取締役 小川隆之
有限会社小川金正堂0000001033 075-231-7323 中小企業市内

京都府京都市右京区常盤西町8番地40 代表取締役 福西圭
officeShin株式会社0000015298 881-3450 中小企業市内

京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内

京都府京都市上京区室町通上立売下る裏築地町84番地 代表取締役 片岡潤哉
片岡メディアデザイン株式会社0000014630 451-1010 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市西京区川島滑樋町51番地 代表取締役 小原弘也
株式会社桂建材店0000020156 874-6410 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町７２番地の１ 代表取締役 鎌谷裕介
株式会社鎌電0000001306 313-1161 中小企業市内

京都府京都市下京区諏訪町通松原下る弁財天町329番地2 代表取締役 河井恒男
株式会社河井商店0000001669 361-2045 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋門脇町28 代表取締役 中條遥
河北印刷株式会社0000008267 075-691-5121 中小企業市内

京都府京都市伏見区北寝小屋町49番地 代表取締役 亥子勝高
川十株式会社0000022012 611-8184 中小企業市内

京都府京都市山科区西野岸ノ下町26-2 京都山科スカイマンション102号 代表取締役 勝修司
看板工房楓有限会社0000002508 501-8217 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67番地 代表取締役 水野充弘
有限会社北尾石材0000006053 781-9523 中小企業市内

京都府京都市東山区大和大路通五条上ル東入池殿町205番地 代表取締役 北出秀光
有限会社北出商店0000002286 561-3924 中小企業市内

京都府京都市 左京区広河原 杓子屋町232 好田陽一
北山クラフト＆アソシエイツ0000017216 746-0543 中小企業市内

京都府京都市北区中川川登74番地 代表理事 石川裕也
京都北山丸太生産協同組合0000018069 406-2955 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0016 看板・標識・金属プレート
0001 看板・標識・金属プレート

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市右京区常盤森町8番地 代表取締役 岡村敏史
株式会社京都黒板製作所0000004072 075-872-3015 中小企業市内

京都府京都市左京区花脊八桝町250番地 理事長 中野三郎
公益財団法人京都市森林文化協会0000016775 746-0439 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条名倉町29番地 代表取締役 井上靖子
京都樹脂株式会社0000001266 075-312-3741 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀生津町655 代表理事 洲崎章弘
京都府鋳物工業協同組合0000014571 631-5108 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生西土居ノ内町20-5 ホンダビル3階 代表理事 児玉雅人
京都府広告美術協同組合0000015884 313-0800 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町123番地 代表理事会長 青合幹夫
京都府森林組合連合会0000003918 841-1030 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 東大竹町1番地 代表取締役 長谷川夏代
株式会社京都プロセス工芸社0000018812 841-6956 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我本町11-8 代表取締役 小泉光太郎
京都麻業株式会社0000004168 933-8100 中小企業市内

京都府京都市 西京区御陵大枝山町 １丁目12-4 代表取締役 中村重廣
京洛工芸株式会社0000019874 332-8245 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺北町10-3 蒲生譲
京立看板店0000001259 312-2554 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町117番地 代表取締役 齊藤聖史
近畿工管株式会社0000017953 801-9312 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後町38番地 代表取締役社長 室園幹男
株式会社クリーンベンチャー２１0000020222 692-3211 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草東軸町3番地 代表取締役 原井雅広
京阪マーキング株式会社0000002927 641-8833 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦西蜂ケ岡町4番地 代表取締役 山口良幸
株式会社建巧社0000004039 871-2403 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院通寺の内下る古美濃部町185番地 代表取締役 山本昌史
株式会社宏栄山本0000001960 451-2222 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京式部町54 代表 林正章
工房はんどめいど0000014702 802-2256 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎徳成町12番地の1 代表取締役 吉田久雄
株式会社コスギ0000003571 771-0150 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京藤ノ木町16番地 代表取締役 児玉国人
株式会社こだま印刷所0000020748 841-0052 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生東桧町34番地の1 代表取締役 児玉雅人
株式会社コダマ製作所0000014547 312-6653 中小企業市内

京都府京都市 南区西九条 森本町55 代表取締役 澤地喜一
株式会社小林長0000017305 693-3222 中小企業市内
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京都府京都市上京区笹屋町千本西入笹屋四丁目273番3 代表取締役 木村厚文
コンピュータ・システム株式会社0000002022 462-5411 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町599番地 代表取締役 尾入孝浩
株式会社ゴードー0000018285 204-8223 中小企業市内

京都府京都市 中京区柳馬場通 三条上る油屋町90番地 アーバネックス三条307号 代表取締役 荒木邦久
ＧＯＢＵ株式会社0000018679 212-1933 中小企業市内

京都府京都市西京区大原野北春日町1051番地の3 代表取締役 齋藤円
株式会社斉藤建工0000006071 331-0052 中小企業市内

京都府京都市右京区西院西淳和院町28番地 代表取締役 松本直治
有限会社西美製作所0000001237 075-311-8395 中小企業市内

（京都府）大阪府大阪市西区土佐堀1-4-8 日栄ビル5階 代表取締役 澤井和興
株式会社彩ユニオン0000008816 06-6136-6291 大企業市内 （取締役支店長 魚井一生）

京都府京都市南区東九条柳下町7番地 代表取締役 阪ノ下勝
株式会社サカノシタ0000003101 671-0101 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山紅雪町8 代表取締役 後野政雄
株式会社三京建設0000020765 075-201-9828 中小企業市内

京都府京都市北区紫野西御所田町14番地2 代表取締役 吉川忠男
サンケイデザイン株式会社0000001951 441-9125 中小企業市内

京都府京都市山科区東野門口町37番地5 磯野貴子
サン商事0000022885 584-5055 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生高樋町17番地11 代表取締役 田中稔彦
有限会社三条スタンプ0000015371 842-1414 中小企業市内

京都府京都市右京区花園猪ノ毛町9 代表取締役 小西宗近
サンワセイフティロード株式会社0000006963 756-5512 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生下溝町21番地 代表取締役 坂下力朗
三和塗装工業株式会社0000008080 311-3426 中小企業市内

京都府京都市 下京区五条通河原町西入本塩竈町558番地 代表取締役 小川順司
株式会社 昭英社0000018950 351-1811 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町321番 代表取締役 大賀奈津子
株式会社シンコー0000009780 671-5733 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町33番地 取締役社長 湯淺圭一
ジーク株式会社0000003180 681-0511 大企業市内

京都府京都市南区唐橋平垣町47番地1 代表取締役 馬場俊光
株式会社実業エージェンシー0000019982 662-7133 中小企業市内

京都府京都市下京区正面通高瀬東入山王町343番地 代表取締役 馬場俊光
株式会社実業広告社0000001725 371-3151 中小企業市内

株式会社ＳＣＲＥＥＮクリエイテ 京都府京都市右京区西京極新明町13-1 代表取締役 中村典生
0000021810 325-6221 中小企業市内ィブコミュニケーションズ
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京都府京都市 南区上鳥羽 高畠町9番地 代表取締役 吉水修身
有限会社スタジオアクア0000019567 661-0036 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚野溝町76-1 代表取締役 宮本千春
株式会社ＳｔｕｄｉｏＳａｗｎａ0000023565 205-4736 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 土居ノ内町12番2号 代表取締役 杉山久志
株式会社ステッグ・コム0000018605 323-2233 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田久保町2の8 代表取締役 瀬尾明裕
セオプラ株式会社0000002915 641-7121 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生朱雀町３４番地 代表取締役 中川敦子
株式会社千本銘木商会0000021293 841-3522 中小企業市内

京都府京都市 南区唐橋 赤金町67番地10 代表取締役 嶋田かをり
株式会社ゼニス0000019928 671-7100 中小企業市内

京都府京都市西京区樫原盆山13-1 代表理事 田中守
全京都建設協同組合0000001265 382-1021 中小企業市内

京都府京都市中京区御池通り大宮西入ル門前町165-1 代表取締役 出口武志
株式会社創和紙行0000019997 801-6191 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町18 代表取締役 八田慎二
ソフトロード株式会社0000012887 662-5740 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院西町18 代表取締役 高石正弘
株式会社高石造園土木0000003508 751-1717 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町246の1 代表取締役 高木正司
高木金属株式会社0000022906 933-4775 中小企業市内

京都府京都市 右京区西院 安塚町92番地 代表取締役 高取利男
高取株式会社0000003991 311-0205 中小企業市内

京都府京都市 右京区太秦 蜂岡町30番地 高屋宏章
たかや印房0000017312 861-0447 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田藁屋町111番地 代表取締役 小柴康志
株式会社大円0000002654 603-0121 中小企業市内

京都府京都市左京区二条通川端東入大文字町165番地 取締役 青木康一郎
有限会社大同商事0000016786 691-3258 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町31番地の7 代表取締役 大郷忠明
有限会社大明電業0000012131 872-7611 中小企業市内
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京都府京都市伏見区横大路畔ノ内102番地11 代表取締役 山本忠司
株式会社忠英建設0000001349 605-4897 中小企業市内

京都府京都市伏見区日野谷寺町13番地2 代表取締役 宮元剛
株式会社Ｔ-ＴＥＣ．0000021617 574-7976 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京馬代町6番地の16 代表取締役 爲國光俊
株式会社ティ・プラス0000002029 462-7889 中小企業市内

京都府京都市上京区六軒町通元誓願寺上ル玉屋町226番地3 代表取締役 木村法由
テクノシステム株式会社0000018249 465-3103 中小企業市内

京都府京都市西京区松室山添町26番地34 代表取締役 中井正子
株式会社ＤＥＡＬ0000022794 366-6459 中小企業市内

京都府京都市 中京区二条通 寺町東入榎木町97番地 大興ビル4Ｆ 代表取締役 小原賢晃
株式会社デイック0000003587 222-0013 中小企業市内

有限会社トータルプランニングア 京都府京都市南区上鳥羽金仏35番地 代表取締役 水谷泉
0000022631 692-3500 中小企業市内イム

京都府京都市伏見区深草西浦町四丁目60番地の3 代表取締役 富永秀雄
株式会社富永建設0000002918 641-7695 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町36番地 取締役 辻井司
有限会社冨山硝子店0000023394 325-0333 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市西京区桂上野南町69番地3 代表取締役 高村純子
トラフィックシステム株式会社0000022381 468-1917 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀正会町1番地1 代表取締役 和本賢一
株式会社ドラマ0000022643 585-5352 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通河原町西入榎木町92番地 代表取締役 中谷泰之
有限会社中谷徽章堂0000009587 231-4072 中小企業市内

京都府京都市左京区静市市原町174 代表取締役 中西通夫
株式会社中西工藝0000015968 741-3300 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦下角田町10番地の13 代表取締役 大島清
株式会社七和0000010440 871-7700 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原南町52-3 代表取締役 西村卓也
有限会社西村看板製作所0000016802 681-1431 中小企業市内

京都府京都市中京区衣棚通御池上る下妙覚寺町195番地 K･M･Gビル3階 代表取締役 後藤裕一
株式会社日商社0000000773 211-3571 中小企業市内

京都府京都市左京区松ヶ崎久土町4-1 グレース松ヶ崎509号 代表取締役 上田三佳
日本情報通信株式会社0000019995 721-7888 中小企業市内

京都府京都市 北区紫野 北舟岡町4番地の9 代表 柳田昭彦
日向工房0000017299 451-0306 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂前田町3番地の10 代表取締役 檜伸治
株式会社ひのき硝子0000004652 392-5630 中小企業市内
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京都府京都市中京区河原町通竹屋町上ル大文字町241番地 代表取締役 平岩亘
株式会社平岩0000000926 222-1041 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通松屋町下る鏡石町32番地 代表取締役 古市洋二
ひらくと株式会社0000021982 366-3867 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹西高縄町14 代表者 平野拓也
平野拓也デザイン事務所0000023639 090-5570-5549 中小企業市内

京都府京都市中京区油小路通竹屋町下ル橋本町494番地1 代表取締役 山本剛也
株式会社ビードリーム0000009688 256-2405 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町565番地 代表取締役 松下明史
株式会社福住商店0000003257 682-7158 中小企業市内

京都府京都市伏見区本材木町668-3 月桂冠酒造オフィス1・2号室 理事長 増田徳兵衛
特定非営利活動法人伏見観光協会0000022672 622-8758 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山町見附町11番地 代表取締役 早川将広
株式会社伏見工芸0000002752 621-2833 中小企業市内

有限会社伏見プランニングセンタ 京都府京都市伏見区本材木町668番地3 月桂冠酒蔵オフィス3号室 代表取締役 中川雄介
0000010043 622-8750 中小企業市内ー

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市山科区東野森野町46番地の4 代表取締役 藤田浩嗣
株式会社フジタ0000008308 592-7550 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐御所ノ内83-7 代表取締役 藤田剛士
株式会社藤田木材0000018226 571-0535 中小企業市内

（京都府）京都府京都市中京区東堀川通丸太町下ル7丁目4 代表取締役 永田智之
株式会社フジヤ0000000783 211-4311 大企業市内 （支店長 内田聖子）

京都府京都市上京区五辻通浄福寺西入一色町27番1の332 メガロコープ西陣Ａ棟 代表取締役 幸田英和
フリーブライト株式会社0000021281 432-8560 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生神明町1番地41ー1 代表社員 木村素子
Plustus合同会社0000021606 080-5307-2939 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 土居ノ内町31 代表取締役 桝谷晃
株式会社ベターライフ0000019301 311-6300 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市下京区中堂寺南町124番地 代表取締役 増田芳信
有限会社増田塗料店0000014695 312-8665 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽尻切町15-4 代表取締役 松尾吉起
株式会社マツオ0000003065 661-5200 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎成勝寺町五番地ノ壱 代表取締役 平田克則
株式会社美也古商会0000021986 761-0385 中小企業市内
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京都府京都市 下京区中堂寺 坊城町16番2 代表取締役 室公博
室金物株式会社0000000798 343-5400 中小企業市内

京都府京都市 西京区樫原 里ノ垣外町32 代表取締役 野本浩司
株式会社素久製作所0000017236 391-3251 中小企業市内

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス

京都府京都市左京区一乗寺葉山町15-6 代表取締役 森下征也
有限会社森真0000010531 723-0405 中小企業市内

京都府京都市上京区寺之内通小川西入宝鏡院東町588番地 代表取締役 山代晃義
山代印刷株式会社0000001947 441-8177 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院西浦町49番地の1 代表取締役 山本真加津
株式会社山本製作所0000022606 681-7344 中小企業市内

京都府京都市伏見区表町585番地 代表取締役 鴨田喜義
ライナーワークス株式会社0000019194 075-623-4168 中小企業市内

京都府京都市中京区新椹木町通二条上る角倉町210番地の1 代表取締役 佐藤高広
株式会社洛東工芸0000000803 211-6311 中小企業市内

京都府京都市上京区千本丸太町上ル南小山町870番地 代表取締役 安藤正孝
洛陽産業株式会社0000003958 841-5596 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽中河原町48番地1 代表取締役 村中隆文
株式会社洛陽産業0000020213 661-0662 中小企業市内

京都府京都市山科区東野八反畑町58番地の17 代表取締役 田中恵委子
株式会社黎明特殊黒板製作所0000009676 581-3196 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町69 代表取締役 田村佳士
株式会社Ｒｏｃｋｓ0000023658 606-6168 中小企業市内
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京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町77番地 代表取締役 岡本孝博
アイリンクス株式会社0000020791 605-4445 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通佛光寺上る綾西洞院町758番地 代表取締役 淺井柳三
株式会社淺井商店0000001548 341-9211 中小企業市内

京都府京都市山科区川田御出町32番地26 代表取締役 栗山将輝
朝日リペア株式会社0000002353 501-4777 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀池上町29番地 代表取締役 荒木一誠
株式会社荒木飼料店0000002828 631-2045 中小企業市内

京都府京都市 左京区北白川 仕伏町26 代表取締役 中田節
株式会社アルファ舞台0000018827 555-6848 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院落合町20番地 代表取締役 石田勉
石田化学工業株式会社0000003057 661-3611 中小企業市内

京都府京都市伏見区菊屋町847 代表取締役 稲垣佳孝
稲垣木材 株式会社0000015852 621-3138 中小企業市内

イワモトエンジニアリング株式会 京都府京都市北区小山西元町47番地2 代表取締役 藤原和正
0000002158 492-7771 中小企業市内社

京都府京都市右京区太秦小手角町20番地の70 代表取締役 細井和博
株式会社インテリア ホソイ0000004089 881-2811 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉三宅町249番地12 代表取締役 皆川司
植司株式会社0000022062 711-3690 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東石ヶ坪町3番地 代表取締役 浦田篤人
株式会社浦田建装0000001442 326-2710 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町10番地39 代表取締役 佐々木健策
エスロード株式会社0000021277 932-7448 中小企業市内

京都府京都市下京区七条通西洞院東入夷之町689番地 代表取締役 野々内裕樹
近江屋ロープ株式会社0000001673 361-2301 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京北聖町34番地 代表取締役 高木英二
株式会社太田建設0000003768 801-5201 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内
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京都府京都市中京区東洞院通丸太町下る三本木町443番地 代表取締役 岡村利昌
株式会社岡利0000001091 075-252-3131 中小企業市内

京都府京都市西京区桂池尻町48番地 取締役 尾方眞二
桂教育機材有限会社0000009726 391-4756 中小企業市内

京都府京都市西京区川島滑樋町51番地 代表取締役 小原弘也
株式会社桂建材店0000020156 874-6410 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町７２番地の１ 代表取締役 鎌谷裕介
株式会社鎌電0000001306 313-1161 中小企業市内

京都府京都市下京区七条通新町西入夷之町705番地 代表取締役 河合雅文
株式会社河合商店0000004649 371-2660 中小企業市内

京都府京都市伏見区北寝小屋町49番地 代表取締役 亥子勝高
川十株式会社0000022012 611-8184 中小企業市内

京都府京都市 右京区西京極 北大入町113番地 代表取締役 川本貴博
株式会社川本商店0000017356 313-1112 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67番地 代表取締役 水野充弘
有限会社北尾石材0000006053 781-9523 中小企業市内

京都府京都市東山区大和大路通五条上ル東入池殿町205番地 代表取締役 北出秀光
有限会社北出商店0000002286 561-3924 中小企業市内

京都府京都市中京区油小路通二条下ル二条油小路町291番地 代表取締役 青木隆介
株式会社北村0000000902 221-6695 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草野手町28番地 望月州子
木村鍵製作所0000014581 641-8600 中小企業市内

京都府京都市北区大将軍西町71番地 代表理事 三宅一三
共栄企業組合0000016434 464-1811 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮泓15‐4 高橋裕佳子
京都植野商会0000002457 581-7053 中小企業市内

京都府京都市北区中川川登74番地 代表理事 石川裕也
京都北山丸太生産協同組合0000018069 406-2955 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中島町5番地の1 代表取締役 喜多川光平
京都体育施設株式会社0000002990 643-6311 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町123番地 代表理事会長 青合幹夫
京都府森林組合連合会0000003918 841-1030 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京内畑町41番3 代表理事 小川宣久
京都府木材協同組合連合会0000023226 802-2991 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 東大竹町1番地 代表取締役 長谷川夏代
株式会社京都プロセス工芸社0000018812 841-6956 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我本町11-8 代表取締役 小泉光太郎
京都麻業株式会社0000004168 933-8100 中小企業市内

京都府京都市左京区静市野中町395番地の1 代表取締役 岸田隆行
近畿砕石株式会社0000008215 741-2256 中小企業市内
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京都府京都市上京区寺町通丸太町上る松蔭町141番地の3 代表取締役 小谷和代
株式会社近治材木店0000009194 211-6625 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐下山口町２番地の１ 黒田義正
黒田材木店0000015263 571-2768 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀本町225番地 代表取締役社長 荒川崇
ケイコン株式会社0000005029 631-3231 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町下台5番地の2 代表理事組合長 三間恭二
京北森林組合0000011995 852-0021 中小企業市内

京都府京都市右京区京北下弓削町神楽田1番地3 代表取締役 矢谷仁史
株式会社京北土木0000011793 854-0335 中小企業市内

京都府京都市 右京区京北 細野町 瀧ノ向6番地2 代表理事 米嶋昌史
京北銘木生産協同組合0000018151 852-0490 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院通寺の内下る古美濃部町185番地 代表取締役 山本昌史
株式会社宏栄山本0000001960 451-2222 中小企業市内

（京都府）京都府京都市伏見区竹田西段川原町40 代表取締役 山崎一男
コスモテック株式会社0000020044 643-7974 中小企業市内

（取締役 山崎孝治）

京都府京都市 下京区寺町五条上る西橋詰町771番地 代表取締役 小宮山俊朗
湖睦電機株式会社0000018681 341-9271 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町599番地 代表取締役 尾入孝浩
株式会社ゴードー0000018285 204-8223 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽川端町44番地1 代表者 齊田有記
斉田工業0000021955 756-8156 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山紅雪町8 代表取締役 後野政雄
株式会社三京建設0000020765 075-201-9828 中小企業市内

京都府京都市右京区花園猪ノ毛町9 代表取締役 小西宗近
サンワセイフティロード株式会社0000006963 756-5512 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市南区西九条菅田町3番地1 代表取締役 藤井正
晶和電気工業株式会社0000003075 661-7048 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津堤下町32 代表取締役 杉本雅彦
杉本商事株式会社0000008608 872-4777 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 高畠町9番地 代表取締役 吉水修身
有限会社スタジオアクア0000019567 661-0036 中小企業市内
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京都府京都市南区上鳥羽菅田町25番地 代表取締役 北川徹
砂藤商事株式会社0000010153 661-1313 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生朱雀町３４番地 代表取締役 中川敦子
株式会社千本銘木商会0000021293 841-3522 中小企業市内

京都府京都市西京区樫原盆山13-1 代表理事 田中守
全京都建設協同組合0000001265 382-1021 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町18 代表取締役 八田慎二
ソフトロード株式会社0000012887 662-5740 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉花園町284番地1 ウイングプラザ284-1Ｆ 代表取締役 助田朋英
造園ねはる株式会社0000019165 203-5517 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院西町18 代表取締役 高石正弘
株式会社高石造園土木0000003508 751-1717 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町246の1 代表取締役 高木正司
高木金属株式会社0000022906 933-4775 中小企業市内

京都府京都市 右京区西院 安塚町92番地 代表取締役 高取利男
高取株式会社0000003991 311-0205 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町下太田34番地の1 代表 高山武雄
高山建材店0000011764 852-0262 中小企業市内

京都府京都市右京区花園寺ノ前町38 代表取締役 竹村登茂枝
有限会社竹村瓦商会0000007224 463-6397 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院落合町14番地4 代表取締役 田中久喜
株式会社田中ポンプ工業所0000006534 693-8841 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽広長町185番地 代表取締役 玉井政弘
株式会社玉井道路0000002737 604-6007 中小企業市内

京都府京都市右京区西院平町拾番地 代表取締役 井上雅文
株式会社大黒商会0000008094 311-3320 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市左京区二条通川端東入大文字町165番地 取締役 青木康一郎
有限会社大同商事0000016786 691-3258 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町31番地の7 代表取締役 大郷忠明
有限会社大明電業0000012131 872-7611 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 右京区西院 久保田町18番地 代表取締役社長 公文雅人
大和無線電器株式会社0000019565 311-4707 大企業市内 （販売推進責任者 松井基泰）

京都府京都市伏見区横大路畔ノ内102番地11 代表取締役 山本忠司
株式会社忠英建設0000001349 605-4897 中小企業市内

京都府京都市上京区猪熊通下立売下る大黒町454番地の11 代表取締役 長谷川浩次
株式会社堤瓦商店0000006435 841-9904 中小企業市内
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有限会社電気の店なかじま寺ノ内 京都府京都市北区紫野中柏野町21番地 代表取締役 中嶌重男
0000019882 462-7123 中小企業市内店

（京都府）京都府京都市下京区大宮通五条上る上五条町399 代表取締役 北川稔
株式会社藤伸0000017357 661-7755 中小企業市内

（所長 普照康史）

京都府京都市左京区北白川下池田町79-1 代表取締役 川谷真輝
東和スポーツ施設株式会社0000003351 702-1177 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町四丁目60番地の3 代表取締役 富永秀雄
株式会社富永建設0000002918 641-7695 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町36番地 取締役 辻井司
有限会社冨山硝子店0000023394 325-0333 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我森の宮町7番地143号 代表 田中里美
トライアングル0000018962 050-5883-4868 中小企業市内

京都府京都市中京区姉小路通高倉西入木之下町274番地の6 代表取締役 鳥居正彦
鳥居電業株式会社0000009049 221-7171 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹下本町19-1 代表取締役 吉川武史
株式会社堂森組0000002117 491-6712 中小企業市内

京都府京都市左京区仁王門通新東洞院東入新東洞院町284 中井和夫
中井住宅設備0000010009 761-0379 中小企業市内

京都府京都市下京区万寿寺通高倉東入官社殿町189番地 代表取締役 小吹修三
株式会社中川商店0000001599 351-2683 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京北壺井町88 代表取締役 那須浩郎
株式会社ナステクニカル0000006442 842-1169 中小企業市内

京都府京都市山科区小野荘司町１３番地１３ 代表取締役 成宮潤
株式会社ナルミヤ0000011920 574-2141 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津南上田町35番地 代表取締役 西田均
有限会社西田組0000003997 861-0643 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅中小路町50番地1 代表取締役 西田秀一
西田建設工業株式会社0000013860 571-8892 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町54番地の8 代表取締役 松本秀史
日本機鋼株式会社0000001197 311-2089 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町54‐5 代表取締役 村山順一
ネオファルト工業株式会社0000002821 623-2720 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町61-1 代表取締役 東元三明
株式会社灰真0000014006 661-2223 中小企業市内

京都府京都市伏見区京町北八丁目七五番地の九 代表取締役 渡部健太郎
長谷川商事株式会社0000002696 611-3155 中小企業市内

京都府京都市右京区京北大野町小倉5番地 林一志
林木材店0000011768 853-0509 中小企業市内

京都府京都市東山区今熊野池田町4-10 代表取締役 馬場義博
有限会社ばんば0000009890 561-5915 中小企業市内
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京都府京都市伏見区竹田中島町５番地 代表取締役 喜多川光世
光工業株式会社0000002902 641-5361 中小企業市内

京都府京都市北区紫野十二坊町19 代表取締役 柴田拓也
株式会社ファボーレ0000006877 417-0535 中小企業市内

京都府京都市伏見区菊屋町847 理事長 藤田剛士
伏見木材協同組合0000022278 621-3138 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐御所ノ内83-7 代表取締役 藤田剛士
株式会社藤田木材0000018226 571-0535 中小企業市内

（京都府）京都府京都市中京区東堀川通丸太町下ル7丁目4 代表取締役 永田智之
株式会社フジヤ0000000783 211-4311 大企業市内 （支店長 内田聖子）

京都府京都市右京区西京極橋詰町18番地 代表取締役 金山政寿
扶餘建設工業株式会社0000001291 312-8888 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町99 代表取締役 前谷修
株式会社プチスポーツ0000002006 431-0118 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂森下町1の96 代表取締役 江端道弘
株式会社平安0000016773 391-0481 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中川原町359番地 代表取締役 池田光繁
平安埋蔵文化財事務所株式会社0000021619 632-8864 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市南区吉祥院中河原里北町48-2 代表取締役 星山達雄
株式会社星山建設0000005981 314-6341 中小企業市内

（京都府）京都府京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町524番地 代表取締役 大橋庸利
前田化学株式会社0000000966 231-0166 中小企業市内

（取締役京都支店長 八田弘和）

京都府京都市南区上鳥羽尻切町15-4 代表取締役 松尾吉起
株式会社マツオ0000003065 661-5200 中小企業市内

京都府京都市上京区浄福寺通今出川上ル有馬町183 代表取締役 松村祐一
株式会社松村0000001905 432-4116 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原上川原町５２ 代表 三木崇司
三木竹材店0000015346 691-1324 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院堤外町29番地の55 代表取締役 岡本宏平
三谷化工株式会社0000001297 313-0014 中小企業市内

京都府京都市 下京区中堂寺 坊城町16番2 代表取締役 室公博
室金物株式会社0000000798 343-5400 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺葉山町15-6 代表取締役 森下征也
有限会社森真0000010531 723-0405 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽大柳町23番地 代表取締役 山田正志
有限会社山田木工所0000021812 691-4650 中小企業市内
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京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町222番地 代表取締役 山村隆
株式会社ヤマムラ0000020205 622-2855 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院西浦町49番地の1 代表取締役 山本真加津
株式会社山本製作所0000022606 681-7344 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽西芹川町36番地 代表取締役 長谷川純
株式会社ユージ0000005712 605-9569 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京小堀町2番地の21 代表取締役 吉澤享
株式会社吉澤商店0000003764 801-4551 中小企業市内

京都府京都市中京区高倉通夷川上ル福屋町718 代表取締役 吉原健人
株式会社吉原工務店0000000924 222-0588 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京小倉町135番地 代表取締役 吉村良一
吉村建設工業株式会社0000003788 802-1360 中小企業市内

京都府京都市上京区千本丸太町上ル南小山町870番地 代表取締役 安藤正孝
洛陽産業株式会社0000003958 841-5596 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽中河原町48番地1 代表取締役 村中隆文
株式会社洛陽産業0000020213 661-0662 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通東入ル宮垣町91-102 代表取締役 角英嗣
株式会社Ｌｅａｄ0000021773 708-5395 中小企業市内
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京都府京都市 南区東九条南河原町9-1 代表理事 吾郷賢
一般社団法人アーツシード京都0000022289 661-2515 中小企業市内

京都府京都市南区東九条中御霊町8番地の5 代表取締役 高井弘信
有限会社アート・クリエイション0000003318 075-692-4137 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽金仏24 代表取締役 浅井真史
アイアン株式会社0000008859 661-7080 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽堀子町33 代表取締役 稲葉康夫
株式会社アイファクター0000021847 634-9113 中小企業市内

京都府京都市中京区車屋町通竹屋町上る砂金町403 田丸産業ビル4階 代表取締役 伊藤惠
株式会社アクティブケイ0000014633 255-6586 中小企業市内

京都府京都市 中京区麩屋町通 二条下る尾張町210番地の4 代表取締役 廣瀬佳子
株式会社アド・エポック0000019315 241-2661 中小企業市内

京都府京都市 左京区北白川 仕伏町26 代表取締役 中田節
株式会社アルファ舞台0000018827 555-6848 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市伏見区革屋町794番地1 取締役 齋藤勝
有限会社井上産業0000002676 611-0120 中小企業市内

京都府京都市南区四ツ塚町67番地 取締役 堤誠
イベント・レントオール有限会社0000009129 661-4856 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市中京区麩屋町通六角下ル坂井町473番地 代表取締役 笹田久雄
株式会社ＨｉＹｃｒｅａｔｉｏｎ0000022006 211-0562 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎徳成町10-5 代表取締役 吉田久雄
株式会社エクセル0000009900 771-7501 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

京都府京都市右京区常盤西町8番地40 代表取締役 福西圭
officeShin株式会社0000015298 881-3450 中小企業市内

京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町256番地 代表取締役 南部和久
株式会社関広0000008301 212-5220 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町731番地 代表取締役 竹中伸一
京銀リース・キャピタル株式会社0000019904 361-3232 中小企業市内
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公益社団法人京都市シルバー人材 京都府京都市中京区西ノ京東中合町2番地 理事長 松本建次
0000003871 821-2013 中小企業市内センター

京都府京都市 山科区上野 御所ノ内町16番地の10 代表取締役 山田哲士
京都シティ開発株式会社0000017582 501-2702 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 左京区吉田 二本松町無番地京都大学内 代表理事 國見伸行
京都大学生活協同組合0000019857 753-7640 中小企業市内 （専務理事 國見伸行）

京都府京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町229番地の2 第七長谷ビル6階 代表取締役 中村隆男
株式会社京都中央企画0000013681 251-1788 中小企業市内

京都府京都市上京区今出川通大宮西入元北小路町176番地 代表取締役 高乗大悟
株式会社京都レントオール0000001898 075-432-0177 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 日宝御池ビル８Ｆ 代表取締役 足立諦俊
株式会社近広0000019298 231-6181 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺大新開町43番地の5の1 取締役 村上徹
有限会社クワット0000003390 075-712-8822 中小企業市内

株式会社ケービーエス京都プロジ 京都府京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町600番地の1 代表取締役社長 守山透
0000001858 075-414-6200 中小企業市内ェクト

京都府京都市右京区太秦開日町5番地4 代表取締役 小泉伸洋
株式会社コイズミデザイン0000023558 865-3808 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京式部町54 代表 林正章
工房はんどめいど0000014702 802-2256 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎徳成町12番地の1 代表取締役 吉田久雄
株式会社コスギ0000003571 771-0150 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町599番地 代表取締役 尾入孝浩
株式会社ゴードー0000018285 204-8223 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

（京都府）大阪府大阪市西区土佐堀1-4-8 日栄ビル5階 代表取締役 澤井和興
株式会社彩ユニオン0000008816 06-6136-6291 大企業市内

（取締役支店長 魚井一生）

京都府京都市 西京区大枝南福西町 三丁目11番地12 代表取締役 吉村正美
株式会社嵯峨山園0000019195 331-6851 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市下京区高辻通東洞院東入三軒町552番地 代表取締役 五家久美
さんきゅうー株式会社0000014663 343-1712 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山紅雪町8 代表取締役 後野政雄
株式会社三京建設0000020765 075-201-9828 中小企業市内

京都府京都市北区紫野西御所田町14番地2 代表取締役 吉川忠男
サンケイデザイン株式会社0000001951 441-9125 中小企業市内
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京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町33番地 取締役社長 湯淺圭一
ジーク株式会社0000003180 681-0511 大企業市内

京都府京都市南区西九条菅田町11番地 代表取締役 濱野亮浩
株式会社ジェムコ0000015908 682-0930 中小企業市内

京都府京都市下京区正面通高瀬東入山王町343番地 代表取締役 馬場俊光
株式会社実業広告社0000001725 371-3151 中小企業市内

株式会社ジャックコーポレーショ 京都府京都市左京区大原戸寺町21番地 代表取締役 高村隆
0000010556 744-2199 中小企業市内ン

株式会社ＳＣＲＥＥＮクリエイテ 京都府京都市右京区西京極新明町13-1 代表取締役 中村典生
0000021810 325-6221 中小企業市内ィブコミュニケーションズ

京都府京都市 南区上鳥羽 高畠町9番地 代表取締役 吉水修身
有限会社スタジオアクア0000019567 661-0036 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚野溝町76-1 代表取締役 宮本千春
株式会社ＳｔｕｄｉｏＳａｗｎａ0000023565 205-4736 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田松林町11番地 代表取締役 井上喜代志
株式会社スタジオ三十三0000010390 601-3103 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹東栗栖町15 代表取締役 岩崎晃之
株式会社す屋吉0000002103 491-3035 中小企業市内

京都府京都市西京区樫原盆山13-1 代表理事 田中守
全京都建設協同組合0000001265 382-1021 中小企業市内

京都府京都市中京区御池通り大宮西入ル門前町165-1 代表取締役 出口武志
株式会社創和紙行0000019997 801-6191 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町31番地の7 代表取締役 大郷忠明
有限会社大明電業0000012131 872-7611 中小企業市内

特定非営利活動法人地域環境デザ 京都府京都市中京区壬生松原町3番地 代表理事 太田航平
0000016814 205-1433 中小企業市内イン研究所ｅｃｏｔｏｎｅ

京都府京都市上京区大宮通西裏芦山寺上る二丁目竪社北半町203番地 代表取締役 西堀耕太郎
株式会社ＴＣＩ研究所0000023405 432-8751 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉西五田町3番地 代表取締役 古市義人
ティプス株式会社0000023549 705-2302 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京馬代町6番地の16 代表取締役 爲國光俊
株式会社ティ・プラス0000002029 462-7889 中小企業市内

京都府京都市上京区室町通上立売上る室町頭町279番地の5 代表取締役 村上誠治
有限会社テラヲ貸物店0000010181 414-1464 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0018 貸物（リース）・会場設営
0001 貸物・会場設営

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

有限会社トータルプランニングア 京都府京都市南区上鳥羽金仏35番地 代表取締役 水谷泉
0000022631 692-3500 中小企業市内イム

京都府京都市右京区西院安塚町58 グリーンエクセル西院204 代表取締役 榊原充大
株式会社都市機能計画室0000023572 963-6010 中小企業市内

京都府京都市左京区静市市原町174 代表取締役 中西通夫
株式会社中西工藝0000015968 741-3300 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦下角田町10番地の13 代表取締役 大島清
株式会社七和0000010440 871-7700 中小企業市内

京都府京都市左京区静市静原町855-3 代表取締役 西原重男
株式会社西産装美0000004656 741-1109 中小企業市内

京都府京都市中京区衣棚通御池上る下妙覚寺町195番地 K･M･Gビル3階 代表取締役 後藤裕一
株式会社日商社0000000773 211-3571 中小企業市内

京都府京都市左京区松ヶ崎久土町4-1 グレース松ヶ崎509号 代表取締役 上田三佳
日本情報通信株式会社0000019995 721-7888 中小企業市内

有限会社ひのでやエコライフ研究 京都府京都市下京区高倉通高辻下る葛籠屋町515番地1 代表取締役 鈴木靖文
0000016791 708-8152 中小企業市内所

京都府京都市北区紫竹西高縄町14 代表者 平野拓也
平野拓也デザイン事務所0000023639 090-5570-5549 中小企業市内

京都府京都市中京区油小路通竹屋町下ル橋本町494番地1 代表取締役 山本剛也
株式会社ビードリーム0000009688 256-2405 中小企業市内

京都府京都市伏見区本材木町668-3 月桂冠酒造オフィス1・2号室 理事長 増田徳兵衛
特定非営利活動法人伏見観光協会0000022672 622-8758 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山町見附町11番地 代表取締役 早川将広
株式会社伏見工芸0000002752 621-2833 中小企業市内

有限会社伏見プランニングセンタ 京都府京都市伏見区本材木町668番地3 月桂冠酒蔵オフィス3号室 代表取締役 中川雄介
0000010043 622-8750 中小企業市内ー

（京都府）京都府京都市中京区東堀川通丸太町下ル7丁目4 代表取締役 永田智之
株式会社フジヤ0000000783 211-4311 大企業市内

（支店長 内田聖子）

京都府京都市中京区壬生神明町1番地41ー1 代表社員 木村素子
Plustus合同会社0000021606 080-5307-2939 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中川原町359番地 代表取締役 池田光繁
平安埋蔵文化財事務所株式会社0000021619 632-8864 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町71番地 代表取締役 植松シゲ子
株式会社満喜屋0000009361 681-1435 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺南大日7番地6 代表取締役 谷口敏信
株式会社ＭＩＹＡＫＯ0000018702 275-0085 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎成勝寺町五番地ノ壱 代表取締役 平田克則
株式会社美也古商会0000021986 761-0385 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0018 貸物（リース）・会場設営
0001 貸物・会場設営

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス

京都府京都市下京区正面通東洞院東入廿人講町31 代表取締役 雨宮想
株式会社矢野0000008104 371-4161 中小企業市内

京都府京都市北区大北山原谷乾町70-3 代表取締役 稲波良弘
株式会社ラウディ0000001996 461-4774 中小企業市内

京都府京都市中京区新椹木町通二条上る角倉町210番地の1 代表取締役 佐藤高広
株式会社洛東工芸0000000803 211-6311 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅古海道町57-1 代表取締役 納屋内亘
株式会社リッチマネキン0000022270 593-9528 中小企業市内

京都府京都市中京区坂本町686 2ビー 代表取締役 地野裕子
株式会社ルゥルゥ商會0000023628 050-3690-1222 中小企業市内

京都府京都市北区大北山長谷町5-2 サンステージ衣笠Ａ棟704 代表取締役 東奈美
株式会社レントサービス0000023545 090-5662-3801 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町69 代表取締役 田村佳士
株式会社Ｒｏｃｋｓ0000023658 606-6168 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0018 貸物（リース）・会場設営
0002 リース・機械機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市 中京区両替町通 御池上る龍池町449番地1 代表取締役 村田雅明
株式会社アーキエムズ0000015413 241-2227 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町681番地 代表取締役 岩見幸夫
株式会社アオキオート商会0000004638 256-0478 中小企業市内

京都府京都市中京区車屋町通竹屋町上る砂金町403 田丸産業ビル4階 代表取締役 伊藤惠
株式会社アクティブケイ0000014633 255-6586 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西久保町3番地 石角嘉徳
イワタヤ0000009132 313-4248 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通堺町角塩竈町363番地 代表取締役 岡村充泰
株式会社ウエダ本社0000009704 341-4111 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

エア・ウォーター・リンク株式会 京都府京都市伏見区竹田向代町132番地1 代表取締役 豊島貴司
0000005606 694-1052 中小企業市内社

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

京都府京都市右京区西院巽町40 代表取締役 谷内伸行
有限会社オフィスショップ・ヤチ0000023423 312-7297 中小企業市内

京都府京都市右京区常盤西町8番地40 代表取締役 福西圭
officeShin株式会社0000015298 881-3450 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84番地 代表取締役 品川武志
環境計測株式会社0000002965 643-0341 大企業市内

京都府京都市山科区大宅甲ノ辻町76番地 代表取締役 富田治人
有限会社関厚運輸0000002187 501-1616 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津堤下町7番地 代表取締役 杉本誠
株式会社関西空調0000017965 863-5777 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町731番地 代表取締役 竹中伸一
京銀リース・キャピタル株式会社0000019904 361-3232 中小企業市内

京セラコミュニケーションシステ 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 代表取締役社長 黒瀬善仁
0000017501 623-0311 大企業市内ム株式会社

京都府京都市伏見区丹後町715番地 代表取締役 吉永豊一
株式会社京都イングス0000007762 632-8510 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽菅田町39 代表取締役 倉本和幸
株式会社京都設備0000003026 661-1155 中小企業市内

京都府京都市 伏見区竹田 藁屋町57 代表取締役 尾崎泰則
株式会社京都第一興商0000018738 612-5431 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0018 貸物（リース）・会場設営
0002 リース・機械機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（京都府）京都府京都市南区吉祥院池田町8番地 代表取締役 西田繁夫
株式会社共和0000011703 681-2506 中小企業市内

（所長 三浦康利）

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町680番地 代表取締役 弓場昌治
近畿都市整備株式会社0000019620 361-7950 中小企業市内

株式会社ケーケーシー情報システ 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 代表取締役社長 松下直弘
0000008323 465-6700 中小企業市内ム

京都府京都市右京区太秦開日町5番地4 代表取締役 小泉伸洋
株式会社コイズミデザイン0000023558 865-3808 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市下京区堺町通高辻下る夕顔町480番地 代表取締役 鳥居宏行
株式会社三光商事0000001559 075-343-1234 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 高畠町9番地 代表取締役 吉水修身
有限会社スタジオアクア0000019567 661-0036 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市西京区樫原盆山13-1 代表理事 田中守
全京都建設協同組合0000001265 382-1021 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町31番地の7 代表取締役 大郷忠明
有限会社大明電業0000012131 872-7611 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院池ノ内町83番地 代表取締役 栩谷泰輝
大和電設工業株式会社0000003151 672-3311 中小企業市内

株式会社ダテ・メディカルサービ 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町48 代表取締役 伊達純一
0000008866 646-1818 中小企業市内ス

京都府京都市右京区嵯峨明星町5番地24 代表取締役 内田税雄
株式会社中央精器0000004059 871-8400 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 代表取締役 馬場重信
中信リース＆カード株式会社0000021764 255-5573 中小企業市内

有限会社トータルプランニングア 京都府京都市南区上鳥羽金仏35番地 代表取締役 水谷泉
0000022631 692-3500 中小企業市内イム

京都府京都市下京区中堂寺坊城町28番地の1 代表取締役 伊達知正
東邦電気工業株式会社0000003816 811-3131 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0018 貸物（リース）・会場設営
0002 リース・機械機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区吉祥院向田東町16番地 代表取締役 入江清
株式会社トヨタレンタリース京都0000009584 778-5700 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹西高縄町14 代表者 平野拓也
平野拓也デザイン事務所0000023639 090-5570-5549 中小企業市内

京都府京都市伏見区南寝小屋町25番地 代表取締役 野々口強
フクダ電子京滋販売株式会社0000003199 605-6050 中小企業市内

京都府京都市伏見区南寝小屋町25番地 代表取締役 上原光治
フクダライフテック京滋株式会社0000009340 604-5366 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生神明町1番地41ー1 代表社員 木村素子
Plustus合同会社0000021606 080-5307-2939 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町30 代表取締役 木本和秀
平安キヤノン事務機株式会社0000003196 681-2591 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中川原町359番地 代表取締役 池田光繁
平安埋蔵文化財事務所株式会社0000021619 632-8864 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 代表取締役 戸島耕二
株式会社増田医科器械0000005357 623-7111 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院向田西町11番地 代表取締役 眞鍋雄一郎
株式会社マルナカ0000023184 313-9114 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西内畑町19番地 代表取締役 井上智之
株式会社三井田商事0000002810 622-6611 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺南大日7番地6 代表取締役 谷口敏信
株式会社ＭＩＹＡＫＯ0000018702 275-0085 中小企業市内

京都府京都市 下京区中堂寺 粟田町93番地 京都リサーチパーク6号館2Ｆ 代表取締役 三上出
株式会社メディアウォーズ0000020146 323-1500 中小企業市内

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス

京都府京都市南区上鳥羽南苗代町5番地の1 代表取締役 新井成柱
株式会社ラ・テール0000010557 681-3431 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0018 貸物（リース）・会場設営
0003 リース・プレハブ

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東石ヶ坪町3番地 代表取締役 浦田篤人
株式会社浦田建装0000001442 326-2710 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京東中合町42番地 代表取締役 川畑善広
オリエントハウス株式会社0000003235 075-821-1014 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京東中合町42番地 代表取締役 川畑廣登
有限会社川商ハウス工業0000018933 821-1206 中小企業市内

京都府京都市南区東九条東山王町30-3 代表取締役 河村正人
株式会社河村0000006304 682-3001 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町731番地 代表取締役 竹中伸一
京銀リース・キャピタル株式会社0000019904 361-3232 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山紅雪町8 代表取締役 後野政雄
株式会社三京建設0000020765 075-201-9828 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市西京区樫原盆山13-1 代表理事 田中守
全京都建設協同組合0000001265 382-1021 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町四丁目60番地の3 代表取締役 富永秀雄
株式会社富永建設0000002918 641-7695 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生神明町1番地41ー1 代表社員 木村素子
Plustus合同会社0000021606 080-5307-2939 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中川原町359番地 代表取締役 池田光繁
平安埋蔵文化財事務所株式会社0000021619 632-8864 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市山科区勧修寺南大日7番地6 代表取締役 谷口敏信
株式会社ＭＩＹＡＫＯ0000018702 275-0085 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南苗代町5番地の1 代表取締役 新井成柱
株式会社ラ・テール0000010557 681-3431 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0018 貸物（リース）・会場設営
0003 リース・プレハブ

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市上京区河原町通東入ル宮垣町91-102 代表取締役 角英嗣
株式会社Ｌｅａｄ0000021773 708-5395 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0018 貸物（リース）・会場設営
0004 リース・その他

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市上京区新町通寺之内上ル3丁目大心院町14番地 フクエハイツ 代表取締役 水田幸伸
株式会社アイアム0000001943 441-6275 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町681番地 代表取締役 岩見幸夫
株式会社アオキオート商会0000004638 256-0478 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南村山町2番地 代表取締役 三浦靖
株式会社ＡＬＡＮ0000018779 681-3222 中小企業市内

京都府京都市 左京区北白川 仕伏町26 代表取締役 中田節
株式会社アルファ舞台0000018827 555-6848 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市下京区油小路通六条下る西若松町273番地1 代表取締役社長 山本信之
株式会社井筒企画0000023560 343-0001 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通河原町東入樋の口町464 代表取締役 茨木正
株式会社茨木春草園0000005176 211-3418 中小企業市内

京都府京都市 下京区綾小路通 東洞院東入ル神明町274番地1 代表取締役 今井敬介
株式会社今井金庫0000019244 361-9186 中小企業市内

有限会社イマイ・メディカル・ケ 京都府京都市左京区岩倉長谷町470番地 代表取締役 今井敦子
0000020480 721-9002 中小企業市内ア

京都府京都市下京区西七条西久保町3番地 石角嘉徳
イワタヤ0000009132 313-4248 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東石ヶ坪町3番地 代表取締役 浦田篤人
株式会社浦田建装0000001442 326-2710 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

京都府京都市右京区常盤西町8番地40 代表取締役 福西圭
officeShin株式会社0000015298 881-3450 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山与五郎町1番地の204 代表取締役 川並哲雄
株式会社かわなみ緑花園0000002701 0774-22-8582 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84番地 代表取締役 品川武志
環境計測株式会社0000002965 643-0341 大企業市内

京都府京都市右京区梅津堤下町7番地 代表取締役 杉本誠
株式会社関西空調0000017965 863-5777 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂北村町138 代表取締役 片岡靖久
株式会社菊水ガーデン0000001759 075-381-3148 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0018 貸物（リース）・会場設営
0004 リース・その他

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町731番地 代表取締役 竹中伸一
京銀リース・キャピタル株式会社0000019904 361-3232 中小企業市内

京セラコミュニケーションシステ 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 代表取締役社長 黒瀬善仁
0000017501 623-0311 大企業市内ム株式会社

京都府京都市伏見区島津町112番地 代表取締役 山川博行
京都遺跡サービス株式会社0000005911 612-8910 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮神田町4番地 古橋山科ビル 代表取締役社長 大橋一宏
株式会社京都医療設計0000008396 594-5595 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽菅田町39 代表取締役 倉本和幸
株式会社京都設備0000003026 661-1155 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町229番地の2 第七長谷ビル6階 代表取締役 中村隆男
株式会社京都中央企画0000013681 251-1788 中小企業市内

京都府京都市上京区今出川通大宮西入元北小路町176番地 代表取締役 高乗大悟
株式会社京都レントオール0000001898 075-432-0177 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町上寺田1番地の1 代表理事 釜子和久
京北町建設業協同組合0000012016 075-852-0481 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀池町2番地の32 代表取締役 石井英治
株式会社コオリナ0000023227 882-1488 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺泉玉町27 代表取締役 桃井領也
有限会社コンフォート0000014749 582-7222 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市 西京区大枝南福西町 三丁目11番地12 代表取締役 吉村正美
株式会社嵯峨山園0000019195 331-6851 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦開日町20-8 代表取締役 古市義人
サガレンタリース株式会社0000023554 871-3717 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山紅雪町8 代表取締役 後野政雄
株式会社三京建設0000020765 075-201-9828 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽大物町68番地 代表取締役 上田勝康
株式会社三笑堂0000003216 681-5131 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田向代町512番地 代表取締役 城谷忠
株式会社城谷自動車工作所0000003203 681-3581 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 高畠町9番地 代表取締役 吉水修身
有限会社スタジオアクア0000019567 661-0036 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0018 貸物（リース）・会場設営
0004 リース・その他

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市西京区樫原盆山13-1 代表理事 田中守
全京都建設協同組合0000001265 382-1021 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島前山町98 代表取締役 吉田明弘
株式会社Ｓｏｉｄ0000021497 748-6083 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通り七条上ル福本町404番地 代表取締役 山田興
株式会社大気堂0000001674 361-2321 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀ケ内町31番地の7 代表取締役 大郷忠明
有限会社大明電業0000012131 872-7611 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島前山町77番地 代表取締役 山脇節子
株式会社ダスキン伏見0000002772 075-621-7091 中小企業市内

特定非営利活動法人地域環境デザ 京都府京都市中京区壬生松原町3番地 代表理事 太田航平
0000016814 205-1433 中小企業市内イン研究所ｅｃｏｔｏｎｅ

京都府京都市山科区勧修寺閑林寺85番地1 代表取締役 吉野由利子
株式会社ちきりやガーデン0000002341 571-1500 中小企業市内

京都府京都市西京区嵐山谷ケ辻子町37番 代表取締役 石井直弥
株式会社Ｔｎ0000012787 406-0469 中小企業市内

有限会社トータルプランニングア 京都府京都市南区上鳥羽金仏35番地 代表取締役 水谷泉
0000022631 692-3500 中小企業市内イム

京都府京都市南区吉祥院向田東町16番地 代表取締役 入江清
株式会社トヨタレンタリース京都0000009584 778-5700 中小企業市内

京都府京都市左京区静市市原町174 代表取締役 中西通夫
株式会社中西工藝0000015968 741-3300 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパークサイエンスセンタービル４ 代表取締役 山田智樹
株式会社ネットアイアールディー0000016812 315-8639 中小企業市内 号館

有限会社ひのでやエコライフ研究 京都府京都市下京区高倉通高辻下る葛籠屋町515番地1 代表取締役 鈴木靖文
0000016791 708-8152 中小企業市内所

京都府京都市北区紫竹西高縄町14 代表者 平野拓也
平野拓也デザイン事務所0000023639 090-5570-5549 中小企業市内

株式会社ブリッジコーポレーショ 京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3 大同生命京都ビル６Ｆ 代表取締役 川口聡太
0000016013 253-0701 中小企業市内ン

京都府京都市伏見区竹田中川原町359番地 代表取締役 池田光繁
平安埋蔵文化財事務所株式会社0000021619 632-8864 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町71番地 代表取締役 植松シゲ子
株式会社満喜屋0000009361 681-1435 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺南大日7番地6 代表取締役 谷口敏信
株式会社ＭＩＹＡＫＯ0000018702 275-0085 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我御旅町2番地の86 代表取締役 吉村正雄
株式会社吉村造園0000006302 921-9687 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0018 貸物（リース）・会場設営
0004 リース・その他

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市上京区河原町通東入ル宮垣町91-102 代表取締役 角英嗣
株式会社Ｌｅａｄ0000021773 708-5395 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅古海道町57-1 代表取締役 納屋内亘
株式会社リッチマネキン0000022270 593-9528 中小企業市内

（京都府）京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番地の2 代表取締役 村田清和
ワタキューセイモア株式会社0000004310 0774-82-5101 中小企業市内 （支店長 奥山剛治）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0019 不用物品売却
0001 不用物品売却

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市 中京区両替町通 御池上る龍池町449番地1 代表取締役 村田雅明
株式会社アーキエムズ0000015413 241-2227 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町681番地 代表取締役 岩見幸夫
株式会社アオキオート商会0000004638 256-0478 中小企業市内

京都府京都市伏見区向島清水町47番地1 向島市営住宅11-2棟211号 秋田炳吉
秋田商店0000022352 090-3618-0014 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町403番地1 代表取締役 奥村克彦
アシストカンポ株式会社0000014712 931-6666 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路菅本91番地の8 代表取締役 足立哲夫
株式会社アダチ0000008127 612-1616 中小企業市内

京都府京都市 伏見区横大路下三栖 宮ノ後71番地2 代表取締役 坂平典生
アプナップ株式会社0000017306 612-8896 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南村山町2番地 代表取締役 三浦靖
株式会社ＡＬＡＮ0000018779 681-3222 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院山王町43番地2・110号 代表取締役 金本鉄守
アルファテック株式会社0000017474 090-3359-7719 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内

京都府京都市 南区吉祥院 仁木ノ森町48 吉田浩章
Ｅ‐Ｃａｒｓ0000020731 662-5207 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原上川原町6 代表取締役 伊藤博永
株式会社伊藤商店0000009433 661-2095 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽鉾立町1番地 代表取締役 巖本博
巖本金属株式会社0000008376 672-3688 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨野千代ノ道町26番地42 代表 苗村和彦
ウエストミュージック ナエムラ0000021261 864-9557 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草馬谷町34番3 代表取締役 馬場啓行
有限会社ヴァンヴァンカンパニー0000017239 075-634-8411 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路畔ノ内46番地3 代表取締役 大住明弘
株式会社ＡＢＣ0000019509 605-0744 中小企業市内

エフビーインターナショナル株式 京都府京都市山科区小野西浦58番地の28 代表取締役 岡村正人
0000021260 573-6955 中小企業市内会社

京都府京都市南区上鳥羽麻ノ本町10番地 代表取締役 山本真也
株式会社 エム・アール・シー0000016056 672-1000 中小企業市内

京都府京都市南区西九条東島町63番地の1 代表取締役 青木信明
エムケイ石油株式会社0000003239 075-681-8501 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内
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京都府京都市南区上鳥羽馬廻町25番地 代表取締役 金岡一美
有限会社カナオカ0000005762 661-6833 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺北町33 金城弘樹
金城商会0000023197 311-1643 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町233番地 代表取締役 横山秀昭
株式会社カンポ0000004165 933-6030 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町46 代表取締役 木下永旭
木下紙業株式会社0000018704 661-6066 中小企業市内

京都府京都市 山科区大塚 北溝町55番地1 代表取締役社長 高橋啓介
京都理化学器械株式会社0000000794 075-584-0090 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南鉾立町36番地1 代表取締役 新井善雄
共立自動車株式会社0000022025 661-1233 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町117番地 代表取締役 齊藤聖史
近畿工管株式会社0000017953 801-9312 中小企業市内

株式会社グローバルメタルシンコ 京都府京都市南区上鳥羽中河原町15番地 代表取締役 中村年男
0000010127 681-5231 中小企業市内ウ

京都府京都市南区上鳥羽中河原町16番地 代表取締役 中村順子
有限会社京滋金属0000010343 662-1167 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南鉾立町13番地 代表取締役 金村成康
京阪メタル株式会社0000008175 681-4108 中小企業市内

京都府京都市南区東九条河西町31-3 代表取締役 慶山龍吉
株式会社ケイヤマ商店0000015662 662-2805 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦開日町5番地4 代表取締役 小泉伸洋
株式会社コイズミデザイン0000023558 865-3808 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町99番地 代表取締役 中澤和夫
興亜工業株式会社0000010349 311-3916 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院通寺の内下る古美濃部町185番地 代表取締役 山本昌史
株式会社宏栄山本0000001960 451-2222 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市 南区吉祥院 池ノ内町9番地1 代表取締役 細矢禎姫
株式会社忍自動車0000019504 661-0888 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路芝生29番地の2 代表取締役 白川文厳
白川商店株式会社0000009533 621-1869 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田向代町512番地 代表取締役 城谷忠
株式会社城谷自動車工作所0000003203 681-3581 中小企業市内
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京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋大宮尻町19番地6 代表取締役 石川良之
有限会社スポット便0000010392 681-0633 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市右京区花園扇野町37番地 代表取締役 森本光月
株式会社大興設備開発0000003803 803-0507 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路畔ノ内102番地11 代表取締役 山本忠司
株式会社忠英建設0000001349 605-4897 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋高町35-2 代表取締役 内海貴将
株式会社ティー・エム・ティー0000020150 661-1888 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我西出町4-17-102 代表取締役 橋本健
株式会社TK0000022239 925-9861 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東石ケ坪町23番5 安井利一
テルミーインターナショナル0000021067 312-5448 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田向代町川町１１５番地３ 代表取締役 多田羅明
株式会社トータルエコセンター0000023410 693-8440 中小企業市内

京都府京都市西京区御陵大枝山町3-12-15 代表取締役 中村美枝
株式会社トラスト0000019278 777-0546 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院政所町22番地の1 藤岡強志
ＮＩＣＥＭＯＴＯＲ0000022002 661-4041 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師菱川町730-1 代表取締役 中村勝也
日本紙業有限会社0000010460 921-2100 中小企業市内

京都府京都市下京区東中筋通松原上る舟屋町665番地 代表取締役 横山重典
有限会社白山湯0000008247 351-3648 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師志水町152番地3 代表取締役 橋本吉弘
株式会社橋本商会0000018213 934-5888 中小企業市内

京都府京都市東山区東大路松原上る４丁目毘沙門町40-5 福井義和
羽根田モーターサイクル0000023225 561-0030 中小企業市内

京都府京都市南区久世殿城町14番地 代表取締役 坂本進
株式会社ＰＧメカニズム0000022899 922-2331 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極橋詰町18番地 代表取締役 金山政寿
扶餘建設工業株式会社0000001291 312-8888 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市南区西九条菅田町12番地 代表取締役 吉山文子
丸永金属株式会社0000016057 681-9327 中小企業市内
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京都府京都市中京区西ノ京小倉町4番地 代表取締役 吉田忠之
有限会社丸安商会0000014689 841-4291 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚北溝町11-1 メモリアルビル1階 代表取締役 安田仁
株式会社まんらく0000023417 502-5292 中小企業市内

京都府京都市伏見区南寝小屋町91番地 代表取締役 安田奉春
安田産業株式会社0000002667 604-5353 中小企業市内

京都府京都市山科区西野楳本町六〇番地の一 代表取締役 谷藤佳孝
谷藤紙業株式会社0000018941 591-2113 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽乙出町1番地 代表取締役 山中敏裕
有限会社山中電気0000004664 581-2023 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町196番地の1 代表取締役 山本敏裕
株式会社山本清掃0000008636 623-5555 中小企業市内

京都府京都市南区東九条明田町9 代表取締役 本田和也
株式会社山和商店0000008233 681-8761 中小企業市内

京都府京都市南区西九条南田町43番地 代表取締役 湯浅博文
有限会社湯浅金属0000008262 691-8972 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南苗代町5番地の1 代表取締役 新井成柱
株式会社ラ・テール0000010557 681-3431 中小企業市内

京都府京都市上京区上長者下る菊屋町506番地1 菊浦伸日
りんりん自転車店0000019983 411-0002 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 菅田町57番地 取締役 湯浅玲央
有限会社レオ0000020723 662-8888 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町88番地20 代表取締役 濱田仁
株式会社REALM0000022506 278-0164 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院内河原町3番地2 代表取締役 黒田博
株式会社ロジテック0000020188 321-3800 中小企業市内

京都府京都市 伏見区下鳥羽 渡瀬町156番地 代表取締役 砂田政寿
ロックス株式会社0000017201 621-9661 中小企業市内

京都府京都市 伏見区横大路 千両松町209番地 代表取締役 西上貴子
和宏産業株式会社0000017275 622-1641 中小企業市内
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京都府京都市伏見区過書町792番地2 代表取締役 青木香
株式会社アイワーク0000002727 612-0034 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町70番地 代表取締役 鳳山春鎬
アサヒ運輸株式会社0000003117 671-3124 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通夷川上ル藤木町24番地 代表取締役 多田裕昭
株式会社旭堂楽器店0000012995 231-0538 中小企業市内

京都府京都市南区東九条中御霊町25番地 代表取締役 荒木律也
荒木運送株式会社0000015835 671-1123 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南村山町2番地 代表取締役 三浦靖
株式会社ＡＬＡＮ0000018779 681-3222 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院山王町43番地2・110号 代表取締役 金本鉄守
アルファテック株式会社0000017474 090-3359-7719 中小企業市内

京都府京都市 左京区北白川 仕伏町26 代表取締役 中田節
株式会社アルファ舞台0000018827 555-6848 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市南区東九条東岩本町27番地の1 取締役 五十嵐秀光
有限会社五十嵐商店0000003284 691-4822 中小企業市内

京都府京都市上京区千本通下立売下ル小山町908番地10 代表取締役 豊永月生
株式会社ウイングス マルコー0000003896 822-3441 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南松田町34番地 代表取締役 貝原束
株式会社Wood Life Company0000013132 692-1467 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東石ヶ坪町3番地 代表取締役 浦田篤人
株式会社浦田建装0000001442 326-2710 中小企業市内

京都府京都市北区西賀茂今原町2番地の5 代表取締役 小林雄介
エコテック株式会社0000009141 492-6122 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東八反田町１６番地 代表取締役 山田侑司
株式会社ＦＳＣ0000022864 312-7520 中小企業市内

京都府京都市南区西九条東島町63-1 代表取締役 青木信明
エムケイ株式会社0000003241 555-3132 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北花名町1-1 代表取締役 金本達也
エムケイ観光バス株式会社0000014697 681-8540 大企業市内

京都府京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町1番地 代表取締役 大谷貴彦
株式会社大谷金庫本店0000001698 361-9361 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西伊達町87-12 取締役 原田尚志
快速急便有限会社0000022891 643-8545 中小企業市内
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京都府京都市山科区大宅甲ノ辻町76番地 代表取締役 富田治人
有限会社関厚運輸0000002187 501-1616 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路一本木27番9号 代表取締役 林孝司
関西急送株式会社0000016055 611-1828 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町233番地 代表取締役 横山秀昭
株式会社カンポ0000004165 933-6030 中小企業市内

京都府京都市中京区木屋町通三条下ル東入石屋町117 代表取締役社長 木村隆
有限会社木村運送店0000000896 221-5982 中小企業市内

京都府京都市右京区西院東中水町8･9番地 代表取締役 横木弘
京都かんきょう株式会社0000001277 312-6671 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町65番地 代表取締役 新川耕市
京都環境事業株式会社0000003268 691-2033 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町126番地 代表取締役 鍋谷剛
株式会社京都環境保全公社0000002814 622-8080 大企業市内

京都府京都市 伏見区島津町152番地 代表理事 吉川康彦
京都硝子壜問屋協同組合0000018152 621-5051 中小企業市内

京都府京都市北区紫野宮東町1番地65 代表取締役社長 松井昭憲
株式会社京都セレモニー0000009927 221-8400 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路菅本2-35 代表取締役 星山基安
京都蛋白株式会社0000018958 622-5050 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨明星町1番地の1 取締役社長 吉本直樹
京都バス株式会社0000020531 871-7521 中小企業市内

京都府京都市中京区釜座通三条上る釜座町11番地の11 理事長 戸田正和
京都府紙器段ボール箱工業組合0000022275 221-1374 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島堀端町89 代表理事 宇野賢志
京都ポーター急配協同組合0000002780 622-0230 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内39番地 代表取締役 竹本和尋
株式会社京都夢産業0000020244 602-7898 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山長岡越中東町103番地の2 代表取締役 道端和之
株式会社ケイエフエス0000023637 603-3210 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南石田町5番地 取締役社長 鈴木一也
京阪バス株式会社0000009206 682-2310 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽金仏町15番地 代表取締役 本田欣也
株式会社ケイルック0000008891 661-1234 中小企業市内

京都府京都市東山区清閑寺山ノ内町46番地の2 代表取締役 松井信五
株式会社公益サービスセンター0000008962 551-3422 中小企業市内

京都府京都市 右京区西京極 東大丸町10番地の1 代表取締役 安藤正純
宏和運輸倉庫株式会社0000010352 312-4461 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京藤ノ木町16番地 代表取締役 児玉国人
株式会社こだま印刷所0000020748 841-0052 中小企業市内
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（京都府）京都府京都市伏見区淀際目町187 代表取締役 近藤哲也
近藤梱包株式会社0000014349 633-6633 中小企業市内

（取締役 橋本一馬）

（京都府）京都府京都市南区上鳥羽角田町68番地 代表取締役 本村正秀
佐川急便株式会社0000017296 661-2424 大企業市内

（京都支店長 須田充一）

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市北区紫野西御所田町14番地2 代表取締役 吉川忠男
サンケイデザイン株式会社0000001951 441-9125 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路菅本2-35 代表取締役 星山弘子
株式会社三星0000022284 622-6666 中小企業市内

京都府京都市 伏見区横大路下三栖 辻堂町50番地 代表取締役 橋本倍幸
有限会社三美設備工業0000018136 621-4748 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路芝生29番地の2 代表取締役 白川文厳
白川商店株式会社0000009533 621-1869 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺青城町１６７ 代表取締役 小川雅史
株式会社新京阪観光案内所0000015279 722-4151 中小企業市内

株式会社ＳＣＲＥＥＮクリエイテ 京都府京都市右京区西京極新明町13-1 代表取締役 中村典生
0000021810 325-6221 中小企業市内ィブコミュニケーションズ

京都府京都市南区唐橋大宮尻町19番地6 代表取締役 石川良之
有限会社スポット便0000010392 681-0633 中小企業市内

京都府京都市 左京区北白川 下別当町5番地 代表取締役 安達栄次
善信社運送株式会社0000016054 721-1185 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東石ヶ坪町41番地 代表取締役 高島紳三
高島運輸倉庫株式会社0000008345 312-0469 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通大宮西入上瓦町69番地 代表取締役 竹内裕貴
株式会社タケウチ0000003140 672-0312 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田西段川原町45番地 代表取締役 岡田芳博
株式会社大光商運0000017630 644-4537 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀内畑町41番地 取締役社長 木村正和
株式会社中央倉庫0000013961 313-6151 大企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋高町35-2 代表取締役 内海貴将
株式会社ティー・エム・ティー0000020150 661-1888 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院長田町3-2 代表取締役社長 山田直樹
株式会社デリバリーサービス0000000805 662-8255 中小企業市内
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京都府京都市伏見区竹田向代町川町１１５番地３ 代表取締役 多田羅明
株式会社トータルエコセンター0000023410 693-8440 中小企業市内

有限会社トータルプランニングア 京都府京都市南区上鳥羽金仏35番地 代表取締役 水谷泉
0000022631 692-3500 中小企業市内イム

京都府京都市 東山区福稲 柿本町27 コーポ大敬103号 取締役 丸山智弘
有限会社トラビュー観光0000018676 531-5677 中小企業市内

京都府京都市左京区大原野村町298番地 代表取締役 栗林忠
中辻造園土木工業株式会社0000003673 744-3333 中小企業市内

京都府京都市左京区静市市原町174 代表取締役 中西通夫
株式会社中西工藝0000015968 741-3300 中小企業市内

京都府京都市下京区麸屋町通松原下る上鱗形町502番地の1 代表取締役 西村達雄
有限会社西村運送0000014576 351-3667 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽長田町110番地 取締役 西山晶子
有限会社西山商事0000022836 611-5248 中小企業市内

京都府京都市伏見区小栗栖南後藤町84番地2 ヴァン・ヴェール西井1階 代表社員 片岡真人
合同会社日愛0000023654 644-7449 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹北大門町72番地1 代表取締役 田村弘
日新建工株式会社0000003453 495-0072 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町98-1 代表取締役 西尾敏志
日通京都運輸株式会社0000016046 612-7984 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草北蓮池町904番地 代表取締役 寺内孝
株式会社箱伊運輸0000018211 0774-21-6020 中小企業市内

京都府京都市左京区花脊別所町176番地 代表取締役 森口幸夫
株式会社花背森口建設0000007253 746-0270 中小企業市内

京都府京都市西京区桂徳大寺北町144番地 代表取締役 川口芳郎
株式会社ハロー引越サービス0000013964 381-8600 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院池田町39番地3 代表取締役 平塚一利
有限会社平塚商事0000004677 661-7005 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生下溝町29番10 代表取締役 廣江順一
有限会社廣江エンジニアリング0000003754 325-6113 中小企業市内

京都府京都市左京区花背別所町576 代表者 藤井達成
藤井建設0000006357 746-0337 中小企業市内

京都府京都市左京区花背別所町771番地 代表者 藤井則秋
藤井産業0000005979 746-0546 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路柿之本町13番地の1 代表取締役 兼元邦浩
冨士倉庫運輸株式会社0000015750 601-7261 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極橋詰町18番地 代表取締役 金山政寿
扶餘建設工業株式会社0000001291 312-8888 中小企業市内

京都府京都市左京区静市市原町723-1-1F 代表取締役 古原大輔
株式会社古原建設0000006879 746-3125 中小企業市内
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株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市左京区新麩屋町通仁王門下る大菊町114番地 代表取締役 朴木純一
株式会社朴の木運送店0000022627 751-0887 中小企業市内

京都府京都市山科区椥辻平田町137番地 代表取締役 村田博一
株式会社マルイ美術0000008296 592-3670 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南戒光町10番地 代表取締役 木原泰博
丸工自動車運送株式会社0000003190 681-2101 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽藁田町27番地 代表取締役 筒井基好
都タクシー株式会社0000022895 671-6101 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山中鳥井町63番地1 代表取締役 新保利幸
明星観光バス株式会社0000015315 584-1500 中小企業市内

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス

京都府京都市南区上鳥羽南塔ノ本町21 取締役社長 粂田晃稔
ヤサカ観光バス株式会社0000015317 681-2156 大企業市内

京都府京都市下京区中堂寺櫛笥町1番地 取締役社長 粂田佳幸
彌榮自動車株式会社0000012762 841-6261 大企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南塔ノ本町22番地の1 代表取締役 粂田晃稔
株式会社ヤサカバス0000016038 692-2360 中小企業市内

京都府京都市伏見区南寝小屋町91番地 代表取締役 安田奉春
安田産業株式会社0000002667 604-5353 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川仕伏町102番地2 代表取締役 田中宏明
株式会社ヤマショウ運輸0000010062 712-1456 中小企業市内

（京都府）京都府京都市伏見区中島堀端町89番地 代表取締役 山本禎樹
株式会社山本運送0000021794 621-2540 中小企業市内

（所長 森下治也）

京都府京都市右京区西京極東池田町38番地 代表取締役 磯田高盛
ユタカ運送株式会社0000013882 311-7175 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田真幡木町55番地 代表取締役 下平明利
株式会社ライオンズ旅行企画0000002776 621-8117 中小企業市内

京都府京都市左京区静市市原町714番地の2 代表取締役 安岡幹昌
洛北運輸株式会社0000005081 721-2350 中小企業市内

京都府京都市伏見区納所星柳18-1 代表取締役 仁木良美
有限会社洛陽建設0000001504 874-5472 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 菅田町57番地 取締役 湯浅玲央
有限会社レオ0000020723 662-8888 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽広長町173 代表取締役 越川哲也
株式会社レボインターナショナル0000004670 604-0518 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町88番地20 代表取締役 濱田仁
株式会社REALM0000022506 278-0164 中小企業市内
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株式会社アドプランツコーポレー 京都府京都市 中京区堺町通 竹屋町上る橘町92番地 シンフォニー御所堺町御門前B-1 代表取締役 増永滋生
0000018165 708-8587 中小企業市内ション

京都府京都市下京区和気町15番地 代表取締役 伊東卓男
伊東公業株式会社0000009695 361-6451 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

京都府京都市西京区川島滑樋町51番地 代表取締役 小原弘也
株式会社桂建材店0000020156 874-6410 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町50番地 代表取締役 信川敏邦
株式会社環協技研0000008804 622-3237 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84番地 代表取締役 品川武志
環境計測株式会社0000002965 643-0341 大企業市内

京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町675番地の1 代表取締役 石川 哲朗
協栄ビル管理株式会社0000001114 255-0115 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町126番地 代表取締役 鍋谷剛
株式会社京都環境保全公社0000002814 622-8080 大企業市内

京都府京都市中京区西ノ京北壺井町67 会長 丸中良典
一般財団法人京都工場保健会0000003781 802-0131 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 左京区吉田 二本松町無番地京都大学内 代表理事 國見伸行
京都大学生活協同組合0000019857 753-7640 中小企業市内 （専務理事 國見伸行）

株式会社京都ダイケンビルサービ 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 代表取締役 長尾正洋
0000013998 342-2611 中小企業市内ス

京都府京都市 山科区川田 御出町3番地の4 理事長 大藪正樹
一般社団法人京都微生物研究所0000002550 593-1441 中小企業市内

京都府京都市南区西九条西柳ノ内町28-2 理事長 川端良一
公益社団法人京都保健衛生協会0000003188 681-1727 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町31番地 代表取締役社長 朝田華美
近建ビル管理株式会社0000003527 761-2126 大企業市内

京都府京都市南区上鳥羽石橋町207番地 代表取締役 奥野勝司
株式会社きんそく0000004681 682-7710 中小企業市内

京都府京都市右京区西院平町7番地 代表取締役 奥野寛
株式会社コスモメンテナンス0000014001 323-2600 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内

京都府京都市山科区西野楳本町50番地102 代表取締役 森川耕一
株式会社三光エンジニアリング0000006513 594-3030 中小企業市内
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京都府京都市 伏見区横大路下三栖 辻堂町50番地 代表取締役 橋本倍幸
有限会社三美設備工業0000018136 621-4748 中小企業市内

（京都府）京都府京都市中京区西ノ京下合町1番地 代表取締役 福永秀朗
株式会社島津テクノリサーチ0000003817 811-3183 大企業市内

（部長 吉田秀司）

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

株式会社ＧＳユアサ環境科学研究 京都府京都市南区吉祥院新田壱ノ段町5番地 代表取締役 伊藤隆
0000001343 075-313-6791 中小企業市内所

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市右京区花園扇野町37番地 代表取締役 森本光月
株式会社大興設備開発0000003803 803-0507 中小企業市内

ティー・エス・ケー・ファシリテ 京都府京都市上京区下長者町通小川西入鷹司町62 代表取締役 乗松良徳
0000022042 431-6141 中小企業市内ィーズ株式会社

京都府京都市右京区梅津高畝町47番地 代表取締役 久保田圭司
株式会社日新ビジネスプロモート0000014556 864-8521 中小企業市内

京都府京都市下京区東塩小路町606番地 三旺京都駅前ビル４Ｆ 代表取締役 前田秀人
日本プライムサービス株式会社0000021978 777-2182 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町2番地 代表取締役 西田亮太
日本リグランド株式会社0000022806 612-2236 中小企業市内

社会福祉法人ミッションからしだ 京都府京都市山科区勧修寺東出町75番地 理事長 坂岡隆司
0000020793 574-1001 中小企業市内ね

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
都総合管理株式会社0000001859 415-0001 中小企業市内
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0022 洗濯
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代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市右京区太秦小手角町20番地の70 代表取締役 細井和博
株式会社インテリア ホソイ0000004089 881-2811 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1の130 代表取締役 松本興子
有限会社オーエム0000011825 321-0549 中小企業市内

京都府京都市南区大宮通八条下る東寺東門前町18番地 代表取締役 田中聡一
株式会社川村商店0000003294 691-6623 中小企業市内

京都府京都市下京区木屋町通正面上る富浜町182番地 代表取締役 日向弘行
有限会社京洗舎0000015260 371-1944 中小企業市内

京都府京都市山科区西野大鳥井町75番地の1 代表取締役 中塚浩
株式会社京都カネヨシ0000008889 593-3101 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽奈須野町191番地 代表 赤堀信夫
京阪キングドライ0000016808 672-3588 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津前田町60番地の1 代表取締役 近藤晃弘
株式会社近藤ふとん店0000021266 871-1231 中小企業市内

京都府京都市左京区川端通丸太町下る下堤町88番地 西島輝雄
サンコークラフト0000008171 075-771-3442 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
株式会社シティービルサービス0000001864 415-1166 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路下三栖山殿町66-2番地 代表取締役 大東利幸
大東寝具工業株式会社0000002808 075-622-6245 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市南区久世上久世町１３６番地の２７ 取締役 内山敬一郎
有限会社マックリーン・システム0000018203 924-3388 中小企業市内

京都府京都市山科区西野今屋敷町36-10 宮川重和
宮川クリーニング店0000010241 581-0676 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
都総合管理株式会社0000001859 415-0001 中小企業市内

京都府京都市山科区西野離宮町32番地 代表取締役 吉田行雄
株式会社ヤマトヤクリーニング0000002189 501-2151 中小企業市内

株式会社令和テックコーポレーシ 京都府京都市山科区椥辻平田町150 代表取締役 木倉康博
0000016263 204-4880 中小企業市内ョン

京都府亀岡市保津町上火無31-3 光久貞男
レインボー京都0000022244 0771-20-6869 中小企業市内

（京都府）京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番地の2 代表取締役 村田清和
ワタキューセイモア株式会社0000004310 0774-82-5101 中小企業市内 （支店長 奥山剛治）
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京都府京都市 中京区烏丸通 蛸薬師南入る手洗水町647番地 トキワビルディング3-Ａ 取締役 河原司
有限会社アーキテクトタイタン0000018694 254-8307 中小企業市内 号室

京都府京都市 南区東九条南河原町9-1 代表理事 吾郷賢
一般社団法人アーツシード京都0000022289 661-2515 中小企業市内

京都府京都市 中京区新町通 四条上る小結棚町440 三放ビル3F 代表取締役 前田哲也
株式会社アームズデザイン0000020494 222-2827 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草五反田町6番地9 代表取締役 西山成在
株式会社アイエムジー0000022255 641-0985 中小企業市内

京都府京都市中京区丸太町通小川西入横鍛治町100番地 代表取締役 古崎良一
株式会社ITP0000014745 211-9112 中小企業市内

京都府京都市 北区小山 北上総町10-1 MYCROFTビル2F 取締役 福原次信
有限会社アイ・ワーク0000019500 494-2686 中小企業市内

京都府京都市中京区車屋町通竹屋町上る砂金町403 田丸産業ビル4階 代表取締役 伊藤惠
株式会社アクティブケイ0000014633 255-6586 中小企業市内

京都府京都市上京区今新在家町200 代表取締役 上木博之
アストラルエス株式会社0000014566 414-1122 中小企業市内

京都府京都市中京区西洞院通御池下ル三坊西洞院町565番地 ラフィーネ御池505号室 代表取締役 西村吉郎
アド・アソシエイツ株式会社0000016780 257-8022 中小企業市内

京都府京都市 中京区麩屋町通 二条下る尾張町210番地の4 代表取締役 廣瀬佳子
株式会社アド・エポック0000019315 241-2661 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町1丁目19番地 取締役 高橋猛
有限会社アドテック0000002962 075-643-0160 中小企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通夷川上る五丁目239番地1 kyotansu ebisugawa 401 代表取締役 西村義之
アドブレーン株式会社0000003832 253-0321 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338番地 京都四条河原町ビル9階 代表取締役 足立由紀子
株式会社アド・プラネット0000020527 741-7419 中小企業市内

京都府京都市 左京区北白川 仕伏町26 代表取締役 中田節
株式会社アルファ舞台0000018827 555-6848 中小企業市内

特定非営利活動法人ＡntennaＭed 京都府京都市下京区麩屋町通五条上る下鱗形町563 理事長 木下浩佑
0000019853 090-5168-3961 中小企業市内ia

京都府京都市上京区出水通千本西入ル尼ケ崎横町357 市原彰
市原ワークス0000014330 841-5058 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町50-18 代表 山村勝平
イマジンクリエイト0000022240 080-2373-7238 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通広小路下ル東桜町21番地 代表取締役 岸本康
いわしや岸本医科産業株式会社0000021084 231-5264 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生中川町2番地の18 代表取締役 岡田敦
株式会社ウイズクリエイト0000015844 801-5308 中小企業市内

京都府京都市中京区玉蔵町121番地 美濃利ビル503 代表取締役 鈴木秋子
株式会社ＷＡＲＥＨＯＵＳＥ0000022833 741-7491 中小企業市内
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京都府京都市上京区裏門通中立売上る今新在家町200番地 代表取締役 上木啓吾
株式会社上木印刷0000001940 441-6012 中小企業市内

京都府京都市西京区嵐山宮ノ北町10-19 代表取締役 伊豆田千加
株式会社エーゲル0000017245 882-6906 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦多藪町43番地 代表取締役 森川哲己
ＡＧサービス株式会社0000019932 275-8175 中小企業市内

京都府京都市中京区麩屋町通六角下ル坂井町473番地 代表取締役 笹田久雄
株式会社ＨｉＹｃｒｅａｔｉｏｎ0000022006 211-0562 中小企業市内

京都府京都市下京区新町通四条下ル四条町349 京都友禅ビル5F 代表取締役 中尾光孝
株式会社エコノシスデザイン0000021051 746-5002 中小企業市内

京都府京都市 上京区今出川通 七本松西入真盛町743番地1 代表取締役 晴間茂
株式会社エビスデザイン0000018697 464-5511 中小企業市内

株式会社エフティーコーポレーシ 京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町5番地2 代表取締役 藤原彰
0000021254 693-7117 中小企業市内ョン

京都府京都市中京区丸太町通小川西入横鍛冶町100番地 石田大成社ビル 代表取締役 柴田憲一
株式会社遠藤写真工芸所0000009449 223-1202 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町46番地の2 代表取締役 柴田一哉
株式会社おいかぜ0000014677 314-4367 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院流作町31番地 代表取締役社長 中村辰靖
株式会社オスカーヤマト印刷0000017431 313-3513 中小企業市内

株式会社ＯＦＦＩＣＥ ＳＡＷＡ 京都府京都市東山区今熊野椥ノ森町11番地46 代表取締役 澤村栄治
0000022527 533-3581 中小企業市内ＭＵＲＡ

京都府京都市右京区常盤西町8番地40 代表取締役 福西圭
officeShin株式会社0000015298 881-3450 中小企業市内

京都府京都市中京区岩上通錦小路下ル松浦町861番地 四条シティーハイツ203号 代表取締役 北野彰一
株式会社オフィス・ノルチェ0000022349 812-5118 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町256番地 代表取締役 南部和久
株式会社関広0000008301 212-5220 中小企業市内

京都府京都市山科区川田山田15番地6 取締役 小林弘
観光情報プロダクト有限会社0000015341 591-5038 中小企業市内

京都府京都市中京区堺町通御池下ル丸木材木町671番地 エクレーヌ御池408号 代表取締役 小西久祝
株式会社キャッツ0000013753 256-9870 中小企業市内

京都エンタテインメントワークス 京都府京都市 下京区中堂寺 粟田町93番地 京都リサーチパーク６号館４０９ 代表取締役 上野和孝
0000019942 205-5100 中小企業市内株式会社

京都府京都市 山科区上野 御所ノ内町16番地の10 代表取締役 山田哲士
京都シティ開発株式会社0000017582 501-2702 中小企業市内

京都府京都市東山区円山町463番地 理事長 森本幸裕
公益財団法人京都市都市緑化協会0000020562 561-1350 中小企業市内

株式会社京都新聞折込サービスセ 京都府京都市中京区東洞院通夷川上ル三本木五丁目493番地 代表取締役社長 石田清之
0000008658 221-3223 中小企業市内ンター
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京都府京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町239番地 代表取締役 前畑知之
京都新聞企画事業株式会社0000009737 213-8100 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 東大竹町1番地 代表取締役 長谷川夏代
株式会社京都プロセス工芸社0000018812 841-6956 中小企業市内

京都府京都市上京区烏丸通一条下る龍前町600番地の1 代表取締役社長 細井俊介
株式会社京都放送0000008480 431-1115 大企業市内

京都府京都市伏見区京町大黒町115番3 代表取締役 中尾道也
株式会社京都リビングエフエム0000021285 602-0845 中小企業市内

京都府京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町330番地 京都リビング新聞社ビル 代表取締役 矢野逸夫
株式会社京都リビング新聞社0000012785 212-4411 中小企業市内

京都府京都市中京区姉小路通東洞院東入笹屋町446番地3 松井ビル4-Ａ 代表取締役 松本圭
株式会社京マグ0000015868 202-4346 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 日宝御池ビル８Ｆ 代表取締役 足立諦俊
株式会社近広0000019298 231-6181 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島河原田町31番地の1 グランデュール鴨川2番館904号 代表者 草木勝
草木写真事務所0000023597 603-5522 中小企業市内

京都府京都市右京区西院三蔵町47-3 代表取締役 西野能央
株式会社グラフィック0000010335 050-3366-5590 中小企業市内

株式会社ケービーエス京都プロジ 京都府京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町600番地の1 代表取締役社長 守山透
0000001858 075-414-6200 中小企業市内ェクト

京都府京都市右京区太秦開日町5番地4 代表取締役 小泉伸洋
株式会社コイズミデザイン0000023558 865-3808 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京式部町54 代表 林正章
工房はんどめいど0000014702 802-2256 中小企業市内

京都府京都市中京区錦小路通烏丸西入占出山町311番地 代表取締役 太田稔
株式会社コギト0000022856 231-8767 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生東桧町34番地の1 代表取締役 児玉雅人
株式会社コダマ製作所0000014547 312-6653 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通錦小路下る小結棚町436 フィエルテ四条烏丸シュッド1001 代表取締役 角田美紀子
株式会社こども文化研究所0000009759 256-0706 中小企業市内

京都府京都市西京区川島有栖川町50-1 桂西口駅前ビル302号室 代表取締役 藤田観児
株式会社コラボレ0000021804 382-2110 中小企業市内

京都府京都市中京区天神山町277 K-an５F 代表取締役 曽和裕次
コンセプトグラマー有限会社0000020189 222-1132 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町599番地 代表取締役 尾入孝浩
株式会社ゴードー0000018285 204-8223 中小企業市内

京都府京都市 中京区柳馬場通 三条上る油屋町90番地 アーバネックス三条307号 代表取締役 荒木邦久
ＧＯＢＵ株式会社0000018679 212-1933 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内
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京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

株式会社サノワタルデザイン事務 京都府京都市下京区櫛筍通丹波口下る裏片町181番地40 代表取締役 佐野亘
0000023202 600-2373 中小企業市内所

京都府京都市左京区静市市原町6番地 代表取締役 杉原重孝
有限会社三栄0000021110 741-9321 中小企業市内

京都府京都市北区紫野西御所田町14番地2 代表取締役 吉川忠男
サンケイデザイン株式会社0000001951 441-9125 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市 下京区五条通河原町西入本塩竈町558番地 代表取締役 小川順司
株式会社 昭英社0000018950 351-1811 中小企業市内

京都府京都市中京区車屋町通 夷川上ル少将井御旅町363番地 代表取締役 樋口荘一郎
株式会社新通0000009972 211-4476 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町680-1 第八長谷ビル３Ｆ 代表取締役 岸中伸一
株式会社ＧＲ0000022904 744-1526 中小企業市内

京都府京都市南区西九条大国町3 中野新一
慈恩広告社0000020760 693-9092 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋平垣町47番地1 代表取締役 馬場俊光
株式会社実業エージェンシー0000019982 662-7133 中小企業市内

京都府京都市下京区正面通高瀬東入山王町343番地 代表取締役 馬場俊光
株式会社実業広告社0000001725 371-3151 中小企業市内

株式会社ＳＣＲＥＥＮクリエイテ 京都府京都市右京区西京極新明町13-1 代表取締役 中村典生
0000021810 325-6221 中小企業市内ィブコミュニケーションズ

京都府京都市中京区柳馬場通六角下る井筒屋町409番地410番地合地 代表取締役 鈴木裕
株式会社鈴木松風堂0000000801 211-5641 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 高畠町9番地 代表取締役 吉水修身
有限会社スタジオアクア0000019567 661-0036 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市上京区泰童町288番地 代表取締役 前崎幸治
スマイルウェブ株式会社0000022252 366-3965 中小企業市内

京都府京都市 南区唐橋 赤金町67番地10 代表取締役 嶋田かをり
株式会社ゼニス0000019928 671-7100 中小企業市内

京都府京都市中京区御池通り大宮西入ル門前町165-1 代表取締役 出口武志
株式会社創和紙行0000019997 801-6191 中小企業市内

京都府京都市西京区川島有栖川町50-1 ＦＯＲＣＥビル302 代表取締役 落合しのぶ
株式会社太陽桃子0000021767 080-4018-9269 中小企業市内

京都府京都市 上京区福大明神町128番地 代表取締役 田村篤史
株式会社ツナグム0000019963 090-5901-6431 中小企業市内
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京都府京都市上京区大宮通西裏芦山寺上る二丁目竪社北半町203番地 代表取締役 西堀耕太郎
株式会社ＴＣＩ研究所0000023405 432-8751 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京馬代町6番地の16 代表取締役 爲國光俊
株式会社ティ・プラス0000002029 462-7889 中小企業市内

京都府京都市 中京区二条通 寺町東入榎木町97番地 大興ビル4Ｆ 代表取締役 小原賢晃
株式会社デイック0000003587 222-0013 中小企業市内

京都府京都市南区東九条西岩本町10-2 イリアスオフィス2階 代表理事 上田雄太
一般社団法人ＤＰＣＡ0000021562 606-6865 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通三条上る下丸屋町404-2 タケウチビル4F 代表取締役 板倉一成
株式会社ディレクターズ・ユニブ0000019311 222-5525 中小企業市内

有限会社トータルプランニングア 京都府京都市南区上鳥羽金仏35番地 代表取締役 水谷泉
0000022631 692-3500 中小企業市内イム

京都府京都市右京区西院安塚町58 グリーンエクセル西院204 代表取締役 榊原充大
株式会社都市機能計画室0000023572 963-6010 中小企業市内

特定非営利活動法人ＴＯＳＳいち 京都府京都市伏見区醍醐南端山町15番地54号 理事長 越智敏洋
0000021980 090-3360-6377 中小企業市内ばん星

京都府京都市左京区下鴨夜光町16-1 コスモエル下鴨 代表取締役 辻本将仁
株式会社トライソリューション0000023233 777-8078 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀正会町1番地1 代表取締役 和本賢一
株式会社ドラマ0000022643 585-5352 中小企業市内

京都府京都市 中京区御池通間之町東入高宮町206 代表取締役 中山徹
株式会社中山徹デザイン事務所0000017317 211-5623 中小企業市内

京都府京都市中京区衣棚通御池上る下妙覚寺町195番地 K･M･Gビル3階 代表取締役 後藤裕一
株式会社日商社0000000773 211-3571 中小企業市内

京都府京都市南区西九条院町26番地 代表取締役 羽渕淳
株式会社ニッセン0000023620 682-2109 大企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋笠井町48 代表取締役 山下峰貞
株式会社日本情報サービス0000013133 644-9573 中小企業市内

京都府京都市左京区松ヶ崎久土町4-1 グレース松ヶ崎509号 代表取締役 上田三佳
日本情報通信株式会社0000019995 721-7888 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町396番地 第3キョートビル902号室 代表取締役 濱口拓宏
株式会社Ｐａａｋ0000023622 090-2060-2158 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生松原町3番地の12 代表取締役 武知秀實
株式会社ひでみ企画0000001429 322-3717 中小企業市内

有限会社ひのでやエコライフ研究 京都府京都市下京区高倉通高辻下る葛籠屋町515番地1 代表取締役 鈴木靖文
0000016791 708-8152 中小企業市内所

京都府京都市上京区一条通松屋町下る鏡石町32番地 代表取締役 古市洋二
ひらくと株式会社0000021982 366-3867 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹西高縄町14 代表者 平野拓也
平野拓也デザイン事務所0000023639 090-5570-5549 中小企業市内
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京都府京都市中京区油小路通竹屋町下ル橋本町494番地1 代表取締役 山本剛也
株式会社ビードリーム0000009688 256-2405 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田久保町2番96-2 代表取締役 山元昇
ビジネスサービス株式会社0000010482 645-2212 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京銅駝町48番地 代表取締役 八田雅哉
株式会社ビュー0000022844 822-7372 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町68番地 代表取締役 大槻重喜
ファイティングポーズ株式会社0000019515 315-2422 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町79番地 ヤサカ四条烏丸ビル5階 代表取締役 田伏辰也
株式会社フィールド0000021780 251-0577 中小企業市内

京都府京都市伏見区本材木町668-3 月桂冠酒造オフィス1・2号室 理事長 増田徳兵衛
特定非営利活動法人伏見観光協会0000022672 622-8758 中小企業市内

有限会社伏見プランニングセンタ 京都府京都市伏見区本材木町668番地3 月桂冠酒蔵オフィス3号室 代表取締役 中川雄介
0000010043 622-8750 中小企業市内ー

京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町543番地5 ４階 代表取締役 高橋真一郎
株式会社フルーツドロップス0000021023 252-2620 中小企業市内

株式会社ブリッジコーポレーショ 京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3 大同生命京都ビル６Ｆ 代表取締役 川口聡太
0000016013 253-0701 中小企業市内ン

京都府京都市中京区壬生神明町1番地41ー1 代表社員 木村素子
Plustus合同会社0000021606 080-5307-2939 中小企業市内

京都府京都市 中京区車屋町通 丸太町下る砂金町406番地 田丸産業ビル5F 代表取締役 中村夕起子
株式会社プラメイク0000020143 256-3481 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生相合町62-3 アネディス203 代表取締役 竹内良祐
株式会社ベター0000022832 491-0870 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市中京区西洞院通夷川上る毘沙門町398-3 ＡＸＩＳ105 代表取締役 田村憲一
株式会社ミームファクトリー0000021253 748-1479 中小企業市内

京都府京都市上京区相国寺門前町643-6 風良都館3Ｆ 代表取締役 中馬一登
株式会社ＭＩＹＡＣＯ0000023687 757-6601 中小企業市内

京都府京都市右京区西院小米町11番地1 ルピナスコゴメ1-B 代表取締役社長 神野太志
株式会社ユキサキ0000021074 925-6626 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川西平井町22番地2 代表取締役 圓城新子
株式会社ユニオン・エー0000021950 724-0410 中小企業市内

京都府京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町333 らくたび京町家 代表取締役 若村亮
株式会社らくたび0000022623 257-7320 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町307番地14 代表取締役 松崎武司
洛東デザイン株式会社0000021818 595-0001 中小企業市内

株式会社リーフ・パブリケーショ 京都府京都市中京区烏丸通姉小路下る場之町592番地 メディナ烏丸御池４階 代表取締役 高野和也
0000013107 255-7263 中小企業市内ンズ
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京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師通西入ル橋弁慶町222番地 ﾋﾗｲﾋﾞﾙ3階 代表取締役 田中茂
リュウム株式会社0000021604 257-4588 中小企業市内

京都府京都市中京区坂本町686 2ビー 代表取締役 地野裕子
株式会社ルゥルゥ商會0000023628 050-3690-1222 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎西福ノ川町24番地8号 代表取締役 見増勇介
ｙｍｄｅｓｉｇｎ株式会社0000023689 090-9703-1004 中小企業市内
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株式会社アイビーインターナショ 京都府京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町608番地9 代表取締役 野間亮一
0000018739 354-3530 中小企業市内ナル

京都府京都市伏見区羽束師古川町403番地1 代表取締役 奥村克彦
アシストカンポ株式会社0000014712 931-6666 中小企業市内

京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入ル橋弁慶町227 第12長谷ビル9階 代表取締役 清水美紀
株式会社アテンダントナース0000022858 254-7872 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院山王町43番地2・110号 代表取締役 金本鉄守
アルファテック株式会社0000017474 090-3359-7719 中小企業市内

京都府京都市 左京区北白川 仕伏町26 代表取締役 中田節
株式会社アルファ舞台0000018827 555-6848 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦多藪町43番地 代表取締役 森川哲己
ＡＧサービス株式会社0000019932 275-8175 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町46番地の2 代表取締役 柴田一哉
株式会社おいかぜ0000014677 314-4367 中小企業市内

京都府京都市中京区夷川通油小路西入る西夷川町563番地 夷川ビル303号室 代表取締役 樫木麻矢
オウエン株式会社0000022269 253-6980 中小企業市内

オムロンエキスパートリンク株式 京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地 代表取締役社長 北川尚
0000001575 075-344-0901 大企業市内会社

京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735番地 代表取締役社長 吉浦勝博
株式会社学生情報センター0000019490 075-352-0778 中小企業市内

（京都府）京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町843-2 日本生命京都ヤサカ 代表取締役 木村光博
株式会社キャリアパワー0000010320 341-2929 中小企業市内 ビル4階 （管理部長 西澤淳）

京都府京都市下京区立中町495番地 大宮ＭＯＭＯビル4階 代表取締役 鳥居良司
株式会社Ｑエース0000023705 468-1990 中小企業市内

京都府京都市 伏見区島津町152番地 代表理事 吉川康彦
京都硝子壜問屋協同組合0000018152 621-5051 中小企業市内

公益財団法人京都市景観・まちづ 京都府京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1 京都市景観・まちづくりセ 理事長 青山吉隆
0000020776 354-8701 中小企業市内 ンター内くりセンター

公益社団法人京都市シルバー人材 京都府京都市中京区西ノ京東中合町2番地 理事長 松本建次
0000003871 821-2013 中小企業市内センター

株式会社京都ダイケンビルサービ 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 代表取締役 長尾正洋
0000013998 342-2611 中小企業市内ス

京都府京都市下京区木津屋橋通新町西入東塩小路町601番地 ＮＵＰビルディング京都駅 代表取締役社長 森口健吾
京都電子計算株式会社0000008220 241-5552 中小企業市内 前

京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町31番地 代表取締役社長 朝田華美
近建ビル管理株式会社0000003527 761-2126 大企業市内

京都府京都市 南区東九条松田町１５番地 十条産業ビル２階 代表取締役 桐木孝和
株式会社クリアビジョン0000023339 662-0607 中小企業市内

京都府京都市 中京区西ノ京 西月光町40番地 代表取締役 北村典
株式会社ケー・エー・シー0000019510 801-9311 中小企業市内
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京都府京都市右京区太秦開日町5番地4 代表取締役 小泉伸洋
株式会社コイズミデザイン0000023558 865-3808 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津尻溝町67番地1 代表取締役 伊地知祐吉
株式会社シーエープラント0000015392 863-3300 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通松原下ル忠庵町310番地 代表取締役 桑原人司
株式会社システム創見0000016776 351-1920 中小企業市内

京都府京都市 西京区大枝 沓掛町26-666 代表取締役 秋山毅
株式会社シネマ・ワーク0000009966 331-7820 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地100 代表取締役 滋野好史
株式会社浄美社0000004045 871-3623 大企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市上京区烏丸通下立売上る桜鶴円町374番地 シーシーエスビル3階 代表取締役 片山茂
株式会社スリーエース0000013113 432-5610 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 第８長谷ビル９F 代表取締役 猪飼昭嗣
株式会社ゼロワン0000013082 344-0101 中小企業市内

京都府京都市 上京区福大明神町128番地 代表取締役 田村篤史
株式会社ツナグム0000019963 090-5901-6431 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通錦小路下る小結棚町444 代表取締役社長 長崎一則
株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴ0000008787 231-5488 中小企業市内

特定非営利活動法人ＴＯＳＳいち 京都府京都市伏見区醍醐南端山町15番地54号 理事長 越智敏洋
0000021980 090-3360-6377 中小企業市内ばん星

京都府京都市左京区静市市原町174 代表取締役 中西通夫
株式会社中西工藝0000015968 741-3300 中小企業市内

京都府京都市上京区室町通武者小路下ル福長町526-1 代表取締役 藤谷昭子
ハプンズ有限会社0000016809 441-8812 中小企業市内

京都府京都市西京区桂徳大寺北町144番地 代表取締役 川口芳郎
株式会社ハロー引越サービス0000013964 381-8600 中小企業市内

京都府京都市下京区綾小路通り新町東入善長寺町143 マスギビル 代表取締役 各務勝己
バンテック株式会社0000009614 342-4623 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸御池下ル梅屋町358番地 アーバネックス御池ビル西館3階 代表取締役 小林正博
バンネットワーク株式会社0000015649 212-1121 中小企業市内

京都府京都市上京区七本松通中立売下ル三軒町77番地 代表取締役 樋口隆三
樋口造園株式会社0000002010 462-1385 中小企業市内

京都府京都市上京区丸太町通河原町東入駒之町536番地 代表取締役 小森敏史
株式会社ビバ0000014587 251-1800 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中川原町359番地 代表取締役 池田光繁
平安埋蔵文化財事務所株式会社0000021619 632-8864 中小企業市内
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内容別名簿（物品関係）市内
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0001 人材派遣

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市右京区西院六反田町31番地4 代表取締役 藤木輝幸
株式会社丸起0000001434 323-3333 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
都総合管理株式会社0000001859 415-0001 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀宝蔵町28-1 代表取締役 廣田延夫
株式会社夢工房0000015389 311-0362 中小企業市内

ワールドビジネスサービス株式会 京都府京都市南区西九条東御幸田町25番2 代表取締役 森脇克巳
0000022263 662-8081 中小企業市内社

京都府京都市 中京区高倉通 二条上る天守町761 代表取締役 小川美知
有限会社ワックジャパン0000018185 212-9993 中小企業市内

京都府京都市下京区綾小路通柳馬場東入る塩屋町60-2 ブロックMビル 代表取締役 山口勝広
株式会社ワン・ワールド0000009411 343-8100 中小企業市内
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京都府京都市 中京区両替町通 御池上る龍池町449番地1 代表取締役 村田雅明
株式会社アーキエムズ0000015413 241-2227 中小企業市内

京都府京都市 中京区烏丸通 蛸薬師南入る手洗水町647番地 トキワビルディング3-Ａ 取締役 河原司
有限会社アーキテクトタイタン0000018694 254-8307 中小企業市内 号室

京都府京都市 南区東九条南河原町9-1 代表理事 吾郷賢
一般社団法人アーツシード京都0000022289 661-2515 中小企業市内

京都府京都市 右京区西院 月双町118番地 代表取締役 梶原孝典
株式会社アール工芸印刷社0000017374 325-1170 中小企業市内

京都府京都市南区八条通大宮西入ル八条町416 代表取締役 矢津田智子
株式会社AIVICK0000016790 634-9123 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草五反田町6番地9 代表取締役 西山成在
株式会社アイエムジー0000022255 641-0985 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町538 ヤサカ烏丸御池ビル３F 代表取締役 今井尊史
株式会社アイケイエス0000022883 251-8511 中小企業市内

京都府京都市下京区大政所町680-1 第八長谷ビル10階 代表取締役 杉本直人
株式会社アイシーエル0000015805 708-7886 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 代表取締役 生駒豪康
ＩＧ株式会社0000022671 325-2620 中小企業市内

京都府京都市中京区丸太町通小川西入横鍛治町100番地 代表取締役 古崎良一
株式会社ITP0000014745 211-9112 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生朱雀町32番地2 取締役 藤江繁夫
有限会社アイディーリンク0000015284 384-0711 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町8番地1 代表取締役 豊田南星
有限会社アイデン0000016561 200-3300 中小企業市内

株式会社アイビーインターナショ 京都府京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町608番地9 代表取締役 野間亮一
0000018739 354-3530 中小企業市内ナル

京都府京都市右京区西院平町25番地 ライフプラザ西大路四条7階 代表取締役 松村建彦
アイメディア株式会社0000021062 325-0500 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽麻ノ本町10番地 代表取締役 山本一美
株式会社アイリンク0000016820 694-2222 中小企業市内

京都府京都市 北区小山 北上総町10-1 MYCROFTビル2F 取締役 福原次信
有限会社アイ・ワーク0000019500 494-2686 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通夷川上ル指物町320番地 代表取締役 辻本一三
株式会社葵総合保険0000009418 256-2811 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦三尾町1番地の19 代表取締役 青木恒雄
株式会社青木農園0000005444 463-7182 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦馬塚町25番地1 303 代表者 多門雅弘
暁保全0000022925 600-2208 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川重石町18番地 代表取締役 高田尚
有限会社アクア設備0000007059 724-0190 中小企業市内
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京都府京都市中京区車屋町通竹屋町上る砂金町403 田丸産業ビル4階 代表取締役 伊藤惠
株式会社アクティブケイ0000014633 255-6586 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の188 代表取締役 浅野裕一
アサノ電気工事株式会社0000020264 312-0033 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町70番地 代表取締役 鳳山春鎬
アサヒ運輸株式会社0000003117 671-3124 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通夷川上ル藤木町24番地 代表取締役 多田裕昭
株式会社旭堂楽器店0000012995 231-0538 中小企業市内

京都府京都市山科区川田御出町32番地26 代表取締役 栗山将輝
朝日リペア株式会社0000002353 501-4777 中小企業市内

京都府京都市上京区今新在家町200 代表取締役 上木博之
アストラルエス株式会社0000014566 414-1122 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺西金ケ崎212-3 代表取締役 江島俊雄
株式会社アトリエ彩紀0000022302 592-1464 中小企業市内

京都府京都市中京区西洞院通御池下ル三坊西洞院町565番地 ラフィーネ御池505号室 代表取締役 西村吉郎
アド・アソシエイツ株式会社0000016780 257-8022 中小企業市内

京都府京都市 中京区麩屋町通 二条下る尾張町210番地の4 代表取締役 廣瀬佳子
株式会社アド・エポック0000019315 241-2661 中小企業市内

京都府京都市下京区東洞院通五条上る深草町586番地1 代表取締役 奥井健吾
株式会社アド・コム0000001576 075-344-1118 中小企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通夷川上る五丁目239番地1 kyotansu ebisugawa 401 代表取締役 西村義之
アドブレーン株式会社0000003832 253-0321 中小企業市内

株式会社アドプランツコーポレー 京都府京都市 中京区堺町通 竹屋町上る橘町92番地 シンフォニー御所堺町御門前B-1 代表取締役 増永滋生
0000018165 708-8587 中小企業市内ション

京都府京都市左京区聖護院円頓美町21 代表取締役社長 網田知邦
アミタ株式会社0000022620 761-0141 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南村山町2番地 代表取締役 三浦靖
株式会社ＡＬＡＮ0000018779 681-3222 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町53番地 代表取締役 川村努
株式会社アルバス0000014644 312-4498 中小企業市内

京都府京都市左京区田中門前町18 代表取締役 粕渕剛
アルヒテクトン株式会社0000022645 712-9901 中小企業市内

京都府京都市 左京区北白川 仕伏町26 代表取締役 中田節
株式会社アルファ舞台0000018827 555-6848 中小企業市内

京都府京都市中京区御池通神泉苑西入神泉苑町1番地の11 代表取締役 中村史門
株式会社アルファ・プリント社0000003853 812-3412 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺樋ノ口町24 代表取締役 白寿姫
株式会社アルプス0000005402 707-1030 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル２階２０１号 代表 中川貞子
Ａｎｄａｎｄｏ0000023398 050-3692-2405 中小企業市内
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特定非営利活動法人ＡntennaＭed 京都府京都市下京区麩屋町通五条上る下鱗形町563 理事長 木下浩佑
0000019853 090-5168-3961 中小企業市内ia

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市右京区京北下弓削町勝山10 井口和司
井口木材0000022323 854-0105 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中川原町381番地 代表取締役社長 森下陽治
石黒メディカルシステム株式会社0000000933 075-641-1496 中小企業市内

京都府京都市伏見区納屋町110番地の3 店主 石本昌宣
石本陽風堂0000021047 623-0505 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町10番地 代表取締役 中森悠輔
株式会社泉産業0000008957 312-6551 中小企業市内

（京都府）京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地 代表取締役 小谷達雄
株式会社イセトー0000001138 255-8711 中小企業市内

（部長 水谷歩）

京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２８７番地 代表取締役 市川誠
市川甚商事株式会社0000010089 351-0361 中小企業市内

京都府京都市北区烏丸通鞍馬口下ル上御霊上江町233番地 代表取締役 一木克彦
株式会社一木楽器0000001847 075-414-0092 中小企業市内

京都府京都市伏見区向島吹田河原町74番地の2 所長 高木善次
一級建築士高木建築設計事務所0000020239 621-1512 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通丸太町下る大倉町201番地 代表取締役 百合口賢次
株式会社一信社0000022559 211-5358 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原上川原町6 代表取締役 伊藤博永
株式会社伊藤商店0000009433 661-2095 中小企業市内

有限会社イマイ・メディカル・ケ 京都府京都市左京区岩倉長谷町470番地 代表取締役 今井敦子
0000020480 721-9002 中小企業市内ア

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町50-18 代表 山村勝平
イマジンクリエイト0000022240 080-2373-7238 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通広小路下ル東桜町21番地 代表取締役 岸本康
いわしや岸本医科産業株式会社0000021084 231-5264 中小企業市内

京都府京都市中京区玉蔵町121番地 美濃利ビル503 代表取締役 鈴木秋子
株式会社ＷＡＲＥＨＯＵＳＥ0000022833 741-7491 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通堺町角塩竈町363番地 代表取締役 岡村充泰
株式会社ウエダ本社0000009704 341-4111 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地 COCON烏丸5階 代表取締役社長 中村健次
株式会社ウェルアソシエイツ0000020217 353-1085 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路貴船15番地8 代表取締役 井上眞智子
株式会社ウェルアップ0000019816 611-3555 中小企業市内
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京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町7の1 代表取締役 寺井俊二
ウオキ有限会社0000008508 701-1672 中小企業市内

京都府京都市下京区西中筋通花屋町下る堺町98番地 代表取締役 宇佐美直八
株式会社宇佐美松鶴堂0000001716 371-1593 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東石ヶ坪町3番地 代表取締役 浦田篤人
株式会社浦田建装0000001442 326-2710 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条南月読町32番地 マンション春日101号室 代表取締役 武田眞砂美
株式会社ヴーム0000020565 325-5550 中小企業市内

有限会社エーアールシーシステム 京都府京都市伏見区深草西浦町４丁目35番地 取締役 吉田博和
0000007714 642-5956 中小企業市内プラン

京都府京都市伏見区横大路千両松町70番地 代表取締役 森島広史
株式会社Ａ-ＰＬＵＳ0000019772 603-3461 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川東瀬ノ内町35番地 瀬ノ内ビル3階 代表取締役 永田泰崇
株式会社エイケン0000005204 705-0588 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町608番地9 日本生命京都三哲ビル3階 代表取締役 北川晃弘
映光産業株式会社0000001682 361-4404 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町60‐5 代表取締役 日種崇雄
株式会社Ｈ＆Ｉ0000021086 872-7515 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京西中合町29 代表取締役 木下由佳
株式会社エクザム0000011909 801-7000 中小企業市内

京都府京都市北区西賀茂今原町2番地の5 代表取締役 小林雄介
エコテック株式会社0000009141 492-6122 中小企業市内

京都府京都市下京区新町通四条下ル四条町349 京都友禅ビル5F 代表取締役 中尾光孝
株式会社エコノシスデザイン0000021051 746-5002 中小企業市内

京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル6F-A 代表取締役 橋本珠美
株式会社エス・アール・エム0000016770 255-0881 中小企業市内

京都府京都市南区東九条中御霊町53-4 Johnsonビル6F 代表取締役 小濱聖明
株式会社エスユーワークス0000022834 585-3688 中小企業市内

京都府京都市 下京区東洞院通 五条上る深草町586-1 ＡＤ・ＣＯＭ ＢＬＤＧ3階東 代表取締役 米田昌吾
株式会社ＳＹオフィス0000018800 353-5575 中小企業市内

（京都府）京都府京都市下京区四条大宮東入立中町502 四条ファーストビル３Ｆ 代表取締役 三田昌資
ＮＩＣ株式会社0000021769 366-0015 中小企業市内 （事業部長 木下一也）

京都府京都市左京区北白川重石町18番地 取締役 北門優樹
有限会社えびす建設0000005419 706-6696 中小企業市内

京都府京都市 上京区今出川通 七本松西入真盛町743番地1 代表取締役 晴間茂
株式会社エビスデザイン0000018697 464-5511 中小企業市内

（京都府）大阪府大阪市西区江戸堀１丁目17-17 クレイ肥後橋7F 代表取締役 川田一力
FKK株式会社0000022590 06-6940-7104 中小企業市内 （LED事業部営業統括部常務取締役 須磨直）
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エフビットコミュニケーションズ 京都府京都市南区東九条室町23番地 代表取締役 吉本幸男
0000020743 672-4111 大企業市内株式会社

京都府京都市南区上鳥羽麻ノ本町10番地 代表取締役 山本真也
株式会社 エム・アール・シー0000016056 672-1000 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北花名町1-1 代表取締役 金本達也
エムケイ観光バス株式会社0000014697 681-8540 大企業市内

京都府京都市伏見区淀樋爪町190番地 代表取締役 佐藤光博
エムケイ企画工業株式会社0000006815 632-6725 中小企業市内

エムスリーヘルスデザイン株式会 京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町638番地 東洋烏丸ビル２階 代表取締役 有瀬和徳
0000019238 075-256-8500 中小企業市内社

京都府京都市山科区竹鼻扇町37番地の55 取締役 小島雅彦
有限会社エムズ・カンパニー0000021624 591-8000 中小企業市内

京都府京都市東山区今熊野池田町57-6 代表取締役 眞岩貞子
ＭＤＫクリエーション株式会社0000019780 532-0300 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺南町93番地 京都リサーチパーク4号館3階 代表社員 三嶋陽治
合同会社ＬＳＡＦ技術士事務所0000021287 090-7356-6850 中小企業市内

京都府京都市中京区丸太町通小川西入横鍛冶町100番地 石田大成社ビル 代表取締役 柴田憲一
株式会社遠藤写真工芸所0000009449 223-1202 中小企業市内

京都府京都市右京区西院北矢掛町46番地の2 代表取締役 柴田一哉
株式会社おいかぜ0000014677 314-4367 中小企業市内

京都府京都市中京区夷川通油小路西入る西夷川町563番地 夷川ビル303号室 代表取締役 樫木麻矢
オウエン株式会社0000022269 253-6980 中小企業市内

京都府京都市中京区小川通二条上る槌屋町611番地 代表取締役 大入達男
株式会社大入0000022530 212-0248 中小企業市内

京都府京都市中京区錦小路通東洞院東入西魚屋町617番地 理事長 大澤直也
医療法人大澤会0000015846 075-211-3651 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

京都府京都市南区久世大薮町270番地 代表取締役 大西裕介
株式会社大西電装0000019199 934-2624 中小企業市内

京都府京都市南区西九条豊田町4 代表取締役 大井祥吾
株式会社大宮ポンプ製作所0000018602 661-0681 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂東居町33番地 代表取締役 大八木克也
有限会社大八木造園土木0000016238 391-3335 中小企業市内

京都府京都市中京区富小路通三条上ル福長町113・115・117・118 番合地 代表取締役 岡泰央
株式会社岡墨光堂0000008312 221-5437 中小企業市内

京都府京都市中京区東洞院通丸太町下る三本木町443番地 代表取締役 岡村利昌
株式会社岡利0000001091 075-252-3131 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地 代表取締役 吉田岳史
株式会社オクトパス0000013780 354-9988 中小企業市内
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京都府京都市山科区音羽森廻り町６番地の９ 代表取締役 小野直樹
株式会社小野設備0000002558 593-3635 中小企業市内

株式会社ＯＦＦＩＣＥ ＳＡＷＡ 京都府京都市東山区今熊野椥ノ森町11番地46 代表取締役 澤村栄治
0000022527 533-3581 中小企業市内ＭＵＲＡ

京都府京都市右京区西院巽町40 代表取締役 谷内伸行
有限会社オフィスショップ・ヤチ0000023423 312-7297 中小企業市内

京都府京都市右京区常盤西町8番地40 代表取締役 福西圭
officeShin株式会社0000015298 881-3450 中小企業市内

オムロンエキスパートリンク株式 京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地 代表取締役社長 北川尚
0000001575 075-344-0901 大企業市内会社

京都府京都市中京区西ノ京東中合町42番地 代表取締役 川畑善広
オリエントハウス株式会社0000003235 075-821-1014 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川西町83番地 代表取締役 影近寛
株式会社影近メンテ0000003524 752-0591 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西八反田町110番地4 代表取締役 氷置光雄
株式会社カゴヒロ0000021572 311-9477 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺北町33 金城弘樹
金城商会0000023197 311-1643 中小企業市内

京都府京都市 上京区観三橘町５６２番地６ 代表取締役 土井大信
株式会社上部0000020486 411-9588 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋門脇町28 代表取締役 中條遥
河北印刷株式会社0000008267 075-691-5121 中小企業市内

京都府京都市伏見区北寝小屋町49番地 代表取締役 亥子勝高
川十株式会社0000022012 611-8184 中小企業市内

京都府京都市南区大宮通八条下る東寺東門前町18番地 代表取締役 田中聡一
株式会社川村商店0000003294 691-6623 中小企業市内

京都府京都市右京区鳴滝本町69番地の2 代表取締役 荒木かおり
有限会社川面美術研究所0000002062 464-0725 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84番地 代表取締役 品川武志
環境計測株式会社0000002965 643-0341 大企業市内

京都府京都市 中京区麩屋町通 二条下る尾張町255 第二ふや町ビル206号室 代表理事 杉本育生
特定非営利活動法人環境市民0000014696 211-3521 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島河原田町30 代表取締役 武藤大志郎
環境テクノス株式会社0000011888 748-6766 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町256番地 代表取締役 南部和久
株式会社関広0000008301 212-5220 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅甲ノ辻町76番地 代表取締役 富田治人
有限会社関厚運輸0000002187 501-1616 中小企業市内

京都府京都市山科区川田山田15番地6 取締役 小林弘
観光情報プロダクト有限会社0000015341 591-5038 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0025 その他（上記以外）
0001 その他（上記以外）

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市伏見区下鳥羽東柳長町27番地 代表取締役 上林正幸
上林鑿泉工業株式会社0000002635 601-8237 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森柴東町295番地 代表取締役 高木秀樹
株式会社関ビ化工0000015890 661-8844 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町233番地 代表取締役 横山秀昭
株式会社カンポ0000004165 933-6030 中小企業市内

京都府京都市北区平野八丁柳町66番地の8 代表取締役 菊地博之
株式会社キクチコンサルタント0000002023 462-5544 中小企業市内

特定非営利活動法人気候ネットワ 京都府京都市中京区帯屋町574番地 理事 淺岡美恵
0000014560 254-1011 中小企業市内ーク

京都府京都市左京区田中門前町67番地 代表取締役 水野充弘
有限会社北尾石材0000006053 781-9523 中小企業市内

京都府京都市東山区大和大路通五条上ル東入池殿町205番地 代表取締役 北出秀光
有限会社北出商店0000002286 561-3924 中小企業市内

京都府京都市下京区葛籠屋町515-1 代表理事 丸谷一耕
特定非営利活動法人木野環境0000014672 708-8061 中小企業市内

京都府京都市中京区堺町通御池下ル丸木材木町671番地 エクレーヌ御池408号 代表取締役 小西久祝
株式会社キャッツ0000013753 256-9870 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津段町8番地 代表取締役 兼元秀和
株式会社キャビック0000009218 881-7711 中小企業市内

（京都府）京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町843-2 日本生命京都ヤサカ 代表取締役 木村光博
株式会社キャリアパワー0000010320 341-2929 中小企業市内 ビル4階 （管理部長 西澤淳）

京都府京都市下京区立中町495番地 大宮ＭＯＭＯビル4階 代表取締役 鳥居良司
株式会社Ｑエース0000023705 468-1990 中小企業市内

京都府京都市西京区桂上野北町222番地 代表取締役 西野孝明
キューブコンセプト株式会社0000019008 693-9900 中小企業市内

キョート・パラマウント・ギャラ 京都府京都市南区上鳥羽堀子町81番地4 代表取締役 三村嘉洋
0000020554 681-0005 中小企業市内ンティー株式会社

京都府京都市左京区一乗寺北大丸町9番地 代表取締役 柴田信幸
株式会社響映0000019277 701-7670 中小企業市内

京都府京都市北区大将軍西町71番地 代表理事 三宅一三
共栄企業組合0000016434 464-1811 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町675番地の1 代表取締役 石川 哲朗
協栄ビル管理株式会社0000001114 255-0115 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉幡枝町2135番地1 代表理事 伊佐郁
一般社団法人京学ラボ0000021975 746-3269 中小企業市内

京都府京都市南区東九条西岩本町10番地2 朝日商事3階 理事長 松井亮好
医療法人社団京健会0000023431 693-3973 中小企業市内

京都府京都市南区東九条烏丸町5番地2 代表取締役 岡田敬三
株式会社京信システムサービス0000008244 757-8080 中小企業市内
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京都府京都市山科区音羽前田町20番地2 ユートピアナカガワ105 代表取締役 呉越
京スタイル株式会社0000022641 583-5733 中小企業市内

京都府京都市東山区三条大橋東三町目6番地 代表取締役 安田敏明
株式会社京成商事0000015310 752-9350 中小企業市内

京セラコミュニケーションシステ 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 代表取締役社長 黒瀬善仁
0000017501 623-0311 大企業市内ム株式会社

京都府京都市伏見区島津町112番地 代表取締役 山川博行
京都遺跡サービス株式会社0000005911 612-8910 中小企業市内

京都府京都市伏見区丹後町715番地 代表取締役 吉永豊一
株式会社京都イングス0000007762 632-8510 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 代表取締役 安田修司
株式会社京都ウィード0000012721 623-7177 中小企業市内

京都府京都市西京区川島滑樋町50番9 代表取締役 藤居弘憲
株式会社京都ウエスト0000020524 394-0871 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通寺町東入榎木町87番地 代表取締役 竹内守
株式会社京都映画センター0000009183 256-1707 中小企業市内

京都エンタテインメントワークス 京都府京都市 下京区中堂寺 粟田町93番地 京都リサーチパーク６号館４０９ 代表取締役 上野和孝
0000019942 205-5100 中小企業市内株式会社

京都府京都市右京区西院東中水町8･9番地 代表取締役 横木弘
京都かんきょう株式会社0000001277 312-6671 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町126番地 代表取締役 鍋谷剛
株式会社京都環境保全公社0000002814 622-8080 大企業市内

京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町396 代表取締役 飯間俊成
京都菅公学生服株式会社0000019897 361-8011 中小企業市内

京都府京都市下京区油小路通木津屋橋下ル北不動堂町566番地 代表取締役 寺口昌志
株式会社京都観光協会0000012815 341-8266 中小企業市内

京都府京都市 伏見区島津町152番地 代表理事 吉川康彦
京都硝子壜問屋協同組合0000018152 621-5051 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町154番地 代表取締役 本多康孝
京都空罐工業株式会社0000021585 601-4111 中小企業市内

特定非営利活動法人きょうとグリ 京都府京都市下京区五条高倉角堺町21番地 事務機のウエダビル206 理事長 松岡憲司
0000014650 352-9150 中小企業市内ーンファンド

特定非営利活動法人京都景観フォ 京都府京都市北区紫竹下梅ノ木町16番地8 理事長 内藤郁子
0000019313 354-5224 中小企業市内ーラム

公益社団法人京都公共嘱託登記土 京都府京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町439番地 理事長 宮坂雅人
0000001936 222-2155 中小企業市内地家屋調査士協会

京都府京都市中京区西ノ京北壺井町67 会長 丸中良典
一般財団法人京都工場保健会0000003781 802-0131 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺南町134番地 理事長 西本清一
公益財団法人京都高度技術研究所0000012804 315-3625 中小企業市内
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特定非営利活動法人京都高齢者福 京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町43番地 理事長 齊藤眞一
0000003150 672-3203 中小企業市内祉事業団

京都コンピューターシステム事業 京都府京都市下京区柳馬場通松原下ル忠庵町310番地 ｱﾝﾄﾞｳｴﾏﾅﾋﾞﾙ株式会社システム創見 代表理事 桂田佳代子
0000023230 344-3611 中小企業市内 内協同組合

公益財団法人京都市音楽芸術文化 京都府京都市左京区下鴨半木町1番地の26 京都コンサートホール内 理事長 堀場厚
0000012808 711-2244 中小企業市内振興財団

京都府京都市中京区河原町通二条下る一之船入町384番地 代表理事 田中誠二
公益社団法人京都市観光協会0000012809 213-1717 中小企業市内

公益財団法人京都市景観・まちづ 京都府京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1 京都市景観・まちづくりセ 理事長 青山吉隆
0000020776 354-8701 中小企業市内 ンター内くりセンター

京都府京都市南区久世中久世町一丁目57-12 新妻人平
京都市公共デザイン研究所0000020135 070-5657-8376 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦下刑部町12 代表理事 山本登志一
一般社団法人京都市交通局協力会0000008091 075-882-6205 中小企業市内

公益財団法人京都市生涯学習振興 京都府京都市中京区聚楽廻松下町9番地の2 京都市生涯学習総合センター内 理事長 松本紘
0000016788 802-3141 大企業市内財団

公益社団法人京都市シルバー人材 京都府京都市中京区西ノ京東中合町2番地 理事長 松本建次
0000003871 821-2013 中小企業市内センター

京都府京都市北区上賀茂二軒家町９番地 代表理事組合長 田中俊夫
京都市森林組合0000014070 722-3622 中小企業市内

京都府京都市左京区花脊八桝町250番地 理事長 中野三郎
公益財団法人京都市森林文化協会0000016775 746-0439 中小企業市内

京都府京都市 上京区中町通 丸太町下る駒之町561番地の10 理事長 岩崎清
京都市住宅供給公社0000017403 223-2121 中小企業市内

一般財団法人京都市上下水道サー 京都府京都市南区西九条菅田町7番地3 理事長 向畑秀樹
0000014623 681-3611 中小企業市内ビス協会

京都府京都市 山科区上野 御所ノ内町16番地の10 代表取締役 山田哲士
京都シティ開発株式会社0000017582 501-2702 中小企業市内

京都府京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町167番 理事長 石原敏彦
一般財団法人京都市都市整備公社0000012704 361-7431 中小企業市内

公益財団法人京都市埋蔵文化財研 京都府京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番地の1 理事長 高橋康夫
0000001860 075-415-0521 中小企業市内究所

京都府京都市中京区新町通丸太町下る大炊町215-1 代表取締役 森孝充
京都新生速記株式会社0000023137 050-3152-1805 中小企業市内

京都府京都市北区大宮土居町2-14 代表理事 川勝正彦
一般社団法人京都森林整備隊0000019299 494-0070 中小企業市内

京都府京都市左京区吉田中阿達町38番地7 代表取締役 西村和也
KYOTO's 3D STUDIO株式会社0000022584 741-7755 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院九条町30番地1 江後経営ﾋﾞﾙ 代表社員 江後良平
京都税理士法人0000021602 693-6363 中小企業市内
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京都府京都市伏見区横大路菅本2-35 代表取締役 星山基安
京都蛋白株式会社0000018958 622-5050 中小企業市内

京都府京都市 伏見区竹田 藁屋町57 代表取締役 尾崎泰則
株式会社京都第一興商0000018738 612-5431 中小企業市内

京都府京都市下京区五条高倉角堺町21 代表取締役 久保喜昭
株式会社京都第一ツーリスト0000017407 746-4600 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 左京区吉田 二本松町無番地京都大学内 代表理事 國見伸行
京都大学生活協同組合0000019857 753-7640 中小企業市内 （専務理事 國見伸行）

株式会社京都ダイケンビルサービ 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 代表取締役 長尾正洋
0000013998 342-2611 中小企業市内ス

京都府京都市山科区安朱中小路町15番地の4 代表取締役 中山誠昇
京都地下鉄整備株式会社0000008319 502-9001 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北庄境町10番地 代表取締役 新井春樹
京都陶芸機材有限会社0000016811 316-1656 中小企業市内

特定非営利活動法人京都発・竹・ 京都府京都市 西京区大原野 小塩町７３番地１ 理事長 吉田博次
0000020497 090-5057-3780 中小企業市内流域環境ネット

京都府京都市 山科区川田 御出町3番地の4 理事長 大藪正樹
一般社団法人京都微生物研究所0000002550 593-1441 中小企業市内

京都府京都市下京区四条大宮東入立中町502 四条ファーストビル３階 代表理事 三田昌資
一般社団法人京都府あおぞら会0000021766 432-7788 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀生津町655 代表理事 洲崎章弘
京都府鋳物工業協同組合0000014571 631-5108 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎円勝寺町2番地4 代表理事 馬場博嗣
京都府管工事工業協同組合0000003630 771-7281 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南河辺町85番地3 会長 堀井泰史
京都府行政書士会0000020235 692-2500 中小企業市内

京都府京都市中京区釜座通三条上る釜座町11番地の11 理事長 戸田正和
京都府紙器段ボール箱工業組合0000022275 221-1374 中小企業市内

公益社団法人京都府不動産鑑定士 京都府京都市中京区間之町通御池下る綿屋町520番地1 京ビル2号館6階 代表理事 木田洋二
0000021782 211-7662 中小企業市内協会

京都府京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町536-1 元待賢小学校3階 代表理事 辻本完治
京都府保険代理業協同組合0000021109 822-0522 中小企業市内

京都府京都市 伏見区桃山町 丹後20番地4 取締役 栗田尚典
有限会社 京都平安文化財0000012694 644-6600 中小企業市内

京都府京都市上京区烏丸通一条下る龍前町600番地の1 代表取締役社長 細井俊介
株式会社京都放送0000008480 431-1115 大企業市内

京都府京都市伏見区中島堀端町89 代表理事 宇野賢志
京都ポーター急配協同組合0000002780 622-0230 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町263 京栄烏丸ビル５Ｆ 代表取締役 奥羽健次
有限会社京都マリン0000021592 241-2373 中小企業市内
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一般財団法人京都予防医学センタ 京都府京都市中京区西ノ京左馬寮町28番地 会長 松井道宣
0000003842 811-9131 中小企業市内ー

京都府京都市北区紫野花ノ坊町11番地 理事長 松田一成
社会福祉法人京都ライトハウス0000002018 462-4400 中小企業市内

一般財団法人京都労働災害被災者 京都府京都市伏見区竹田田中宮町98番地 理事長 三宅成恒
0000015869 623-1113 中小企業市内援護財団

京都府京都市下京区東洞院通五条上る深草町590番地1 302 代表取締役 桂田佳代子
京なか株式会社0000022243 080-4562-5300 中小企業市内

京都府京都市中京区姉小路通東洞院東入笹屋町446番地3 松井ビル4-Ａ 代表取締役 松本圭
株式会社京マグ0000015868 202-4346 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川久保田町21番地 代表取締役 朝田華美
株式会社京屋0000003399 721-2000 中小企業市内

京都府京都市 南区久世 殿城町280番地の1 代表取締役 竹崎幸生
京洛機電株式会社0000018149 931-1728 中小企業市内

京都府京都市 西京区御陵大枝山町 １丁目12-4 代表取締役 中村重廣
京洛工芸株式会社0000019874 332-8245 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽角田町89番地 代表取締役 金光鐘楽
京和産業株式会社0000004528 681-5291 中小企業市内

京都府京都市北区大宮薬師山東町20番地の3 代表取締役 清瀬弘弥
株式会社清瀬産業0000002145 492-4635 中小企業市内

京都府京都市 伏見区桃山町 新町35番地 代表取締役 山分洋
旭興産業株式会社0000017259 623-5477 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町117番地 代表取締役 齊藤聖史
近畿工管株式会社0000017953 801-9312 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町680番地 代表取締役 弓場昌治
近畿都市整備株式会社0000019620 361-7950 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極南大入町２０番地１ 代表取締役 金田俊彦
株式会社キンキ・プラミング0000007174 315-5670 中小企業市内

京都府京都市中京区錦小路通室町東入占出山町305 ヤマチュウビル3F 代表取締役社長 中口泰幸
株式会社業務渡航センター0000020737 223-3535 中小企業市内

京都府京都市下京区綾小路通堀川西入妙満寺町580番地1 代表取締役 後藤逸成
株式会社空間創研0000000807 823-6331 中小企業市内

京都府京都市 中京区御池通 間之町東入高宮町206 御池ビル4階 代表執行役 今村元一
株式会社クエステトラ0000018710 205-5007 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺縄手町45番地 代表取締役 國府薫
株式会社国原技術0000007944 748-6278 中小企業市内

雲井獅子エンタープライズ合同会 京都府京都市中京区河原町通二条下る一之船入町375 クロトビル5F 代表社員 ヴァサチュロダーレン
0000021770 090-1966-9825 中小企業市内社

京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後町38番地 代表取締役社長 室園幹男
株式会社クリーンベンチャー２１0000020222 692-3211 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0025 その他（上記以外）
0001 その他（上記以外）

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

特定非営利活動法人クローバーロ 京都府京都市伏見区淀本町173番地59 理事長 冨増献兒
0000023625 874-1498 中小企業市内ード

京都府京都市下京区七条御所ノ内西町2-20 乙牧和宏
クロスロード0000021557 323-1816 中小企業市内

京都府京都市 北区衣笠 北天神森町3番1号 カトル・セゾン１０１号 代表取締役 臼井浩明
有限会社黒田工房0000010342 467-0018 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨東本町7番地2 代表取締役社長 森脇康行
株式会社グッドハウジング0000022038 705-4141 中小企業市内

京都府京都市右京区西院三蔵町47-3 代表取締役 西野能央
株式会社グラフィック0000010335 050-3366-5590 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極畔勝町26番地 代表取締役 野本知広
株式会社グリップ0000023605 325-4855 中小企業市内

株式会社ＧＬＯＢＡＬＩＴＳＯＬ 京都府京都市中京区小川通六角下る元本能寺町382番地 代表取締役 梶山淳
0000023692 080-6127-7660 中小企業市内ＵＴＩＯＮＳ

京都府京都市左京区下鴨松ノ木町35番地1 下鴨松ノ木町ビル3階 代表取締役 川口宏
株式会社グローバルシップ0000021584 706-7878 中小企業市内

京都府京都市中京区小川通六角下る元本能寺町382番地 代表取締役 梶山淳
株式会社 GLOBAL NETWORK0000015608 708-7433 中小企業市内

特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 理事 仁連孝昭
0000016342 342-1170 中小企業市内構

京都府京都市 中京区西ノ京 西月光町40番地 代表取締役 北村典
株式会社ケー・エー・シー0000019510 801-9311 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 坊城町24番地の1 代表取締役 西出伸
株式会社ＫＳＡエンタープライズ0000017293 812-0085 中小企業市内

株式会社ケービーエス京都プロジ 京都府京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町600番地の1 代表取締役社長 守山透
0000001858 075-414-6200 中小企業市内ェクト

ケービー・エンタープライズ株式 京都府京都市南区東九条南石田町五番地 取締役社長 黒田博重
0000009503 662-2681 中小企業市内会社

京都府京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 代表取締役 高杉政臣
株式会社ケービデバイス0000014605 354-3372 中小企業市内

京都府京都市中京区堺町通御池下ル丸木材木町676番地 SHICATA HUIT BLDG6階 代表取締役 陸奥田裕一
ケイアイエスユー株式会社0000015372 253-6333 中小企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通り御池下ル柳八幡町65番地 京都朝日ビル5階 代表取締役 赤松和雄
ＫＩＣ株式会社0000020547 255-0131 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀本町225番地 代表取締役社長 荒川崇
ケイコン株式会社0000005029 631-3231 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚丹田35番地4 代表取締役 川向武徳
株式会社京津管理0000012730 594-6588 中小企業市内

京都府京都市右京区京北周山町下台5番地の2 代表理事組合長 三間恭二
京北森林組合0000011995 852-0021 中小企業市内
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京都府京都市 右京区京北 細野町 瀧ノ向6番地2 代表理事 米嶋昌史
京北銘木生産協同組合0000018151 852-0490 中小企業市内

京都府京都市 右京区京北 鳥居町 昇尾5-2 代表理事 井口和司
京北木材業協同組合0000019852 853-0908 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽金仏町15番地 代表取締役 本田欣也
株式会社ケイルック0000008891 661-1234 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦西蜂ケ岡町4番地 代表取締役 山口良幸
株式会社建巧社0000004039 871-2403 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内北町96番地 代表取締役 森真士
株式会社ゲイト0000023104 925-5555 中小企業市内

京都府京都市 上京区大宮通 丸太町上る一町目857番地3 代表取締役 東郷一重
株式会社元気な事務所0000019243 842-0001 中小企業市内

有限会社一級建築士事務所コア建 京都府京都市西京区大原野東境谷町一丁目3番地 代表取締役 羽生田英雄
0000007763 333-3337 中小企業市内築事務所

京都府京都市右京区太秦開日町5番地4 代表取締役 小泉伸洋
株式会社コイズミデザイン0000023558 865-3808 中小企業市内

京都府京都市下京区河原町通五条下る本塩竈町583-5 KAWARAMACHI PLACE 1002 代表取締役 大菅直
株式会社光影堂0000020415 343-7510 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通六角上ル饅頭屋町608番地 代表取締役社長 松井雄
株式会社公益社0000008963 221-4000 大企業市内

京都府京都市 右京区西京極 東大丸町10番地の1 代表取締役 安藤正純
宏和運輸倉庫株式会社0000010352 312-4461 中小企業市内

京都府京都市中京区錦小路通烏丸西入占出山町311番地 代表取締役 太田稔
株式会社コギト0000022856 231-8767 中小企業市内

一般社団法人国宝修理装こう師連 京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町４４５番地 日宝烏丸ビル２Ｆ１．２号 代表理事 山本記子
0000016596 211-2609 中小企業市内盟

京都府京都市西京区松尾大利町54番地 代表取締役 小島裕史
株式会社小島庭園工務所0000001757 381-3101 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京冷泉町98番5 ダイコウビル3階 代表取締役 中嶋一浩
株式会社コスト0000019190 075-366-8308 中小企業市内

（京都府）京都府京都市伏見区竹田西段川原町40 代表取締役 山崎一男
コスモテック株式会社0000020044 643-7974 中小企業市内 （取締役 山崎孝治）

京都府京都市北区上賀茂二軒家町7番地 代表取締役 小鷹照幸
株式会社小鷹造園0000016616 706-8302 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京藤ノ木町16番地 代表取締役 児玉国人
株式会社こだま印刷所0000020748 841-0052 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐落保町70番地 代表取締役 廣岡伸洋
寿電設株式会社0000016097 572-5319 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町４５番地 アイビー・ビル３階 代表取締役 平中浩貴
こどーもーしょん株式会社0000023372 644-7010 中小企業市内
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京都府京都市 中京区河原町通 二条下ル一之船入町３７６ クロトビル５階 代表取締役 奥村雅美
株式会社ＣＯＭＴＡＳ0000018792 283-1246 中小企業市内

京都府京都市中京区天神山町277 K-an５F 代表取締役 曽和裕次
コンセプトグラマー有限会社0000020189 222-1132 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津前田町60番地の1 代表取締役 近藤晃弘
株式会社近藤ふとん店0000021266 871-1231 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町538 ヤサカ烏丸御池ビル3F 代表取締役 今井尊史
株式会社コンパス0000019574 257-1551 中小企業市内

京都府京都市中京区町頭町110 〇△□Bldg.3F 代表取締役 堀智久
株式会社ごぶごぶ0000022358 746-4147 中小企業市内

サイエンス・グラフィックス株式 京都府京都市左京区田中関田町2-7 思文閣会館113 代表取締役 辻野貴志
0000021120 203-4198 中小企業市内会社

京都府京都市左京区岩倉南河原町159番地 代表取締役 斉藤一枝
株式会社斉藤工務店0000003703 791-0109 中小企業市内

京都府京都市西京区樫原山路15番地12 齋藤忠
齋藤事務所0000022027 200-1548 中小企業市内

（京都府）京都府京都市南区上鳥羽角田町68番地 代表取締役 本村正秀
佐川急便株式会社0000017296 661-2424 大企業市内 （京都支店長 須田充一）

京都府京都市中京区油小路通竹屋町下る橋本町487番地16 代表社員 松田一洋
さくら京都合同会社0000021049 211-0151 中小企業市内

京都府京都市中京区油小路通竹屋町下る橋本町487番地16 社員 松田一洋
桜行政書士法人0000014655 211-0151 中小企業市内

京都府京都市中京区油小路通竹屋町下る橋本町487-16 松田正子
桜社会保険労務士事務所0000015906 211-0151 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

株式会社サノワタルデザイン事務 京都府京都市下京区櫛筍通丹波口下る裏片町181番地40 代表取締役 佐野亘
0000023202 600-2373 中小企業市内所

京都府京都市伏見区淀下津町257番地34 代表取締役 谷口尚之
株式会社サポートスタッフ0000010136 631-0058 中小企業市内

京都府京都市山科区安朱堂ノ後町3番地 代表取締役 小島玉雄
サン・アクト株式会社0000004667 595-5501 中小企業市内

京都府京都市左京区静市市原町6番地 代表取締役 杉原重孝
有限会社三栄0000021110 741-9321 中小企業市内

京都府京都市 右京区西京極 堤下町35番地 代表取締役 勝見文子
株式会社さんけい0000010586 312-9889 中小企業市内

京都府京都市北区紫野西御所田町14番地2 代表取締役 吉川忠男
サンケイデザイン株式会社0000001951 441-9125 中小企業市内

京都府京都市南区西九条大国町21番地の2 代表 岡本輝明
サンシャイン企画0000022241 468-3900 中小企業市内
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京都府京都市中京区壬生高樋町17番地11 代表取締役 田中稔彦
有限会社三条スタンプ0000015371 842-1414 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路菅本2-35 代表取締役 星山弘子
株式会社三星0000022284 622-6666 中小企業市内

京都府京都市右京区花園猪ノ毛町9 代表取締役 小西宗近
サンワセイフティロード株式会社0000006963 756-5512 中小企業市内

京都府京都市 中京区夷川通 室町東入巴町83番地 代表取締役 疋田正博
株式会社シィー・ディー・アイ0000014012 253-0660 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通夷川下る二条新町717番地 専務理事 丹下真啓
一般社団法人システム科学研究所0000000871 221-3022 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通松原下ル忠庵町310番地 代表取締役 桑原人司
株式会社システム創見0000016776 351-1920 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅沢町185番地 代表取締役 浅原一郎
株式会社しっくい浅原0000006684 581-1764 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
株式会社シティービルサービス0000001864 415-1166 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺西北出町112 代表取締役 仕名野秀治
株式会社シナノトレーディング0000022229 582-1712 中小企業市内

京都府京都市 西京区大枝 沓掛町26-666 代表取締役 秋山毅
株式会社シネマ・ワーク0000009966 331-7820 中小企業市内

認定特定非営利活動法人芝生スク 京都府京都市 東山区大和大路通三条下る東入若松町393 元有済小学校内 理事長 加藤道彦
0000016807 075-541-5567 中小企業市内ール京都

（京都府）京都府京都市中京区西ノ京下合町1番地 代表取締役 福永秀朗
株式会社島津テクノリサーチ0000003817 811-3183 大企業市内 （部長 吉田秀司）

京都府京都市左京区吉田下阿達町37番地 代表取締役 清水何一
清水実験材料株式会社0000015902 752-0531 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市 下京区塩小路通 堀川東入南不動堂町3番地 大道ビル6階 代表取締役 日下部浩史
シャレット株式会社0000019267 075-746-2036 中小企業市内

京都府京都市中京区柳馬場通り押小路上ル等持寺町26番地1 ハイエステート中京Ｔ101 代表取締役 宇都宮正紀
株式会社修美0000012992 257-4572 中小企業市内

京都府京都市 下京区五条通河原町西入本塩竈町558番地 代表取締役 小川順司
株式会社 昭英社0000018950 351-1811 中小企業市内

京都府京都市東山区本町三丁目93番地1 代表取締役 橋本浩
株式会社松鶴堂0000015300 541-7890 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川東瀬ノ内町35番地 代表取締役 白山裕晃
白山道路建設株式会社0000003435 722-4167 中小企業市内

京都府京都市下京区堀之上町540 代表取締役 伊澤慎一
シンク・アンド・アクト株式会社0000019518 746-2845 中小企業市内
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京都府京都市左京区一乗寺青城町１６７ 代表取締役 小川雅史
株式会社新京阪観光案内所0000015279 722-4151 中小企業市内

京都府京都市中京区車屋町通 夷川上ル少将井御旅町363番地 代表取締役 樋口荘一郎
株式会社新通0000009972 211-4476 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町680-1 第八長谷ビル３Ｆ 代表取締役 岸中伸一
株式会社ＧＲ0000022904 744-1526 中小企業市内

京都府京都市 山科区大塚中溝45番 代表取締役 山田将宏
株式会社ＧＳクラフト0000019859 582-8588 中小企業市内

京都府京都市 上京区相国寺東門前町657番地 代表取締役 榎本信之
株式会社ジイケイ京都0000017332 211-2277 中小企業市内

株式会社ジェイオーシーネットワ 京都府京都市 東山区柿町通大黒町西入東川原町526 代表取締役 大石純三
0000019472 050-3649-1147 中小企業市内ーク

京都府京都市中京区壬生相合町25番4の101 代表取締役 榎司
株式会社ＪＥＳＳ0000022678 090-3039-0838 中小企業市内

京都府京都市南区西九条大国町3 中野新一
慈恩広告社0000020760 693-9092 中小企業市内

京都府京都市中京区油小路通六角下ル六角油小路町317 代表取締役 柴田宣史
有限会社時代工房0000015782 254-8582 中小企業市内

京都府京都市下京区正面通高瀬東入山王町343番地 代表取締役 馬場俊光
株式会社実業広告社0000001725 371-3151 中小企業市内

株式会社ジャパンインターナショ 京都府京都市右京区西京極西池田町9番地5 西京極駅前ビル6階 代表取締役 藤原壮督
0000010379 924-2603 中小企業市内ナル総合研究所

京都府京都市右京区太秦桂木町13-1 酒井ビル2F 代表取締役 井上秀史
株式会社錠安セキュリティ0000022862 863-5082 中小企業市内

京都府京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町631番3 三洋橘ビル４F 代表者 岡田誠二郎
城南不動産鑑定0000023217 222-8414 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院九条町３０番地１ 江後経営ビル 代表取締役 北川達也
株式会社人財バンク0000023408 693-0750 中小企業市内

京都府京都市 右京区太秦 森ケ東町18番地 代表取締役 榎司
株式会社スイトピア0000018706 881-6162 中小企業市内

京都府京都市 下京区東洞院通 綾小路下る扇酒屋町289 デ・リードビル５階501号 代表取締役 上田孝章
株式会社スカイセンス0000018803 708-5975 中小企業市内

京都府京都市右京区西院西田町94番地 代表取締役 杉山達哉
有限会社スギテック0000012900 326-1126 中小企業市内

株式会社ＳＣＲＥＥＮ ＩＣＴ ソ 京都府京都市右京区西京極新明町13番地の1 代表取締役社長 角間央章
0000014627 325-6116 中小企業市内フトウェア

京都府京都市中京区御供町300番地 ファインフラッツ205 代表取締役 増田章人
株式会社スターライトステージ0000020761 080-6185-0512 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 高畠町9番地 代表取締役 吉水修身
有限会社スタジオアクア0000019567 661-0036 中小企業市内
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京都府京都市伏見区竹田松林町11番地 代表取締役 井上喜代志
株式会社スタジオ三十三0000010390 601-3103 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀池上町174-67 代表取締役 近藤明
株式会社スマイル0000022296 633-6882 中小企業市内

京都府京都市上京区泰童町288番地 代表取締役 前崎幸治
スマイルウェブ株式会社0000022252 366-3965 中小企業市内

京都府京都市上京区烏丸通下立売上る桜鶴円町374番地 シーシーエスビル3階 代表取締役 片山茂
株式会社スリーエース0000013113 432-5610 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町９９ 四条ＳＥＴビル 理事長 奥口賢祐
医療法人瑞明会0000015366 257-1287 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽広長町226番地 代表取締役 成田克永
株式会社成研0000002794 622-2660 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680 インターワンプレイス烏丸2 3階 代表取締役 福薗一幸
星和テクノロジー株式会社0000001438 075-344-9191 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京中御門東町134番地 代表取締役 齋藤秀市
株式会社セレマ0000008257 811-1105 大企業市内

京都府京都市中京区両替町通押小路上る金吹町465番地 代表社員 廣瀬裕
税理士法人広瀬0000022598 222-2051 中小企業市内

京都府京都市 南区唐橋 赤金町67番地10 代表取締役 嶋田かをり
株式会社ゼニス0000019928 671-7100 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町５５２番地 明治安田生命京都ビル 代表取締役 荒井登志樹
株式会社ゼネック0000010161 211-5533 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 第８長谷ビル９F 代表取締役 猪飼昭嗣
株式会社ゼロワン0000013082 344-0101 中小企業市内

京都府京都市西京区樫原盆山13-1 代表理事 田中守
全京都建設協同組合0000001265 382-1021 中小企業市内

京都府京都市 左京区北白川 下別当町5番地 代表取締役 安達栄次
善信社運送株式会社0000016054 721-1185 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島前山町98 代表取締役 吉田明弘
株式会社Ｓｏｉｄ0000021497 748-6083 中小企業市内

京都府京都市北区小山花ノ木町54番地の21 代表取締役 山田博文
株式会社創元0000022271 491-5151 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極東大丸町４３番地 代表取締役 梅田幸一
株式会社総合建物データサービス0000023331 326-1126 中小企業市内

京都府京都市右京区西院平町11 第二井上ビル2F 代表取締役 山岸祐治
株式会社総務部0000020735 315-5888 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町2番地 代表取締役 木原庸裕
双林株式会社0000003236 681-7748 中小企業市内

京都府京都市中京区御池通り大宮西入ル門前町165-1 代表取締役 出口武志
株式会社創和紙行0000019997 801-6191 中小企業市内
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京都府京都市下京区中堂寺南町134番地 ＡＳＴＥＭ８Ａ０７ 代表社員 白井皓大
合同会社そのさき0000022044 090-2013-1007 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市中京区車屋町通夷川上る少将井御旅町359 代表取締役 川崎幸子
株式会社大洋商会0000017409 231-0277 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町4番地 代表取締役 瀧麻由香
株式会社太洋堂0000008614 315-8910 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院西町18 代表取締役 高石正弘
株式会社高石造園土木0000003508 751-1717 中小企業市内

京都府京都市右京区山ノ内宮脇町1番地の1 代表取締役 高橋聖介
高橋練染株式会社0000018797 802-3111 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前井頭町12-105 田所彰子
田所0000010903 862-3022 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生相合町58の7 代表取締役 玉岡太郎
有限会社玉岡商店0000008694 812-7653 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通新町西入ル釜座町22 ストークビル三条烏丸4Ｆ 代表取締役 坂本伸二
株式会社ダイ0000001111 254-0646 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田藁屋町111番地 代表取締役 小柴康志
株式会社大円0000002654 603-0121 中小企業市内

京都府京都市右京区花園扇野町37番地 代表取締役 森本光月
株式会社大興設備開発0000003803 803-0507 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花町63番地 代表取締役 金沢秀則
有限会社大伸建設興業0000006981 671-8446 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町32番地1 代表取締役 高野永斗
大和環境保全株式会社0000003186 681-1547 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 右京区西院 久保田町18番地 代表取締役社長 公文雅人
大和無線電器株式会社0000019565 311-4707 大企業市内 （販売推進責任者 松井基泰）

特定非営利活動法人地域環境デザ 京都府京都市中京区壬生松原町3番地 代表理事 太田航平
0000016814 205-1433 中小企業市内イン研究所ｅｃｏｔｏｎｅ

京都府京都市下京区四条通リ高倉西入ル立売西町82番地 代表取締役 中塚一
株式会社地域計画建築研究所0000000891 221-5132 中小企業市内

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 代表取締役社長 大橋浩
株式会社地域社会研究所0000007576 212-8181 中小企業市内

株式会社チェリオコーポレーショ 京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花70-2 代表取締役 菅春貴
0000022365 682-1301 中小企業市内ン

京都府京都市山科区勧修寺閑林寺85番地1 代表取締役 吉野由利子
株式会社ちきりやガーデン0000002341 571-1500 中小企業市内
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京都府京都市下京区朱雀内畑町41番地 取締役社長 木村正和
株式会社中央倉庫0000013961 313-6151 大企業市内

京都府京都市 上京区福大明神町128番地 代表取締役 田村篤史
株式会社ツナグム0000019963 090-5901-6431 中小企業市内

京都府京都市左京区上高野古川町22番地 代表取締役 藤森治
株式会社ティー・アイ・シー0000012714 724-2400 中小企業市内

京都府京都市 中京区西洞院通 四条上る蟷螂山町481番地 京染会館4階 代表取締役 佐野弘明
株式会社ＴＳコンサルティング0000017472 212-7512 中小企業市内

京都府京都市 下京区中堂寺 粟田町93番地 代表取締役 杉本小百合
株式会社Ｔ‐Ｃｕｂｅ0000017337 323-1015 中小企業市内

京都府京都市上京区大宮通西裏芦山寺上る二丁目竪社北半町203番地 代表取締役 西堀耕太郎
株式会社ＴＣＩ研究所0000023405 432-8751 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京馬代町6番地の16 代表取締役 爲國光俊
株式会社ティ・プラス0000002029 462-7889 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東石ケ坪町23番5 安井利一
テルミーインターナショナル0000021067 312-5448 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町290番地 京都烏丸五条ビル4階 代表取締役 今西建太
株式会社デイアライブ0000018976 754-8873 中小企業市内

京都府京都市 中京区二条通 寺町東入榎木町97番地 大興ビル4Ｆ 代表取締役 小原賢晃
株式会社デイック0000003587 222-0013 中小企業市内

京都府京都市中京区新町通錦小路下る小結棚町444 代表取締役社長 長崎一則
株式会社ＤＴＳ ＷＥＳＴ0000008787 231-5488 中小企業市内

京都府京都市南区東九条西岩本町10-2 イリアスオフィス2階 代表理事 上田雄太
一般社団法人ＤＰＣＡ0000021562 606-6865 中小企業市内

京都府京都市中京区河原町通三条上る下丸屋町404-2 タケウチビル4F 代表取締役 板倉一成
株式会社ディレクターズ・ユニブ0000019311 222-5525 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前八軒町20-1 レオパレス塚修103 代表 田中聡
デザインハウス ティーズ0000009806 253-1566 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺向畑町8番地 代表取締役 方山典優
デリカハウス株式会社0000003346 746-5062 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院長田町3-2 代表取締役社長 山田直樹
株式会社デリバリーサービス0000000805 662-8255 中小企業市内

有限会社トータルプランニングア 京都府京都市南区上鳥羽金仏35番地 代表取締役 水谷泉
0000022631 692-3500 中小企業市内イム

京都府京都市右京区西院松井町6番地 代表取締役 尾崎彰
株式会社東洋エンタープライズ0000006438 321-8484 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町638番地 代表取締役 斎藤篤史
株式会社東洋設計事務所0000007329 221-7078 中小企業市内

京都府京都市右京区西院安塚町58 グリーンエクセル西院204 代表取締役 榊原充大
株式会社都市機能計画室0000023572 963-6010 中小企業市内
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特定非営利活動法人ＴＯＳＳいち 京都府京都市伏見区醍醐南端山町15番地54号 理事長 越智敏洋
0000021980 090-3360-6377 中小企業市内ばん星

京都府京都市右京区西院北矢掛町36番地 取締役 辻井司
有限会社冨山硝子店0000023394 325-0333 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽奈須野町33番地 代表取締役 豊川皇司
豊川工業株式会社0000003038 661-2272 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨夜光町16-1 コスモエル下鴨 代表取締役 辻本将仁
株式会社トライソリューション0000023233 777-8078 中小企業市内

京都府京都市 東山区福稲 柿本町27 コーポ大敬103号 取締役 丸山智弘
有限会社トラビュー観光0000018676 531-5677 中小企業市内

京都府京都市西京区桂上野南町69番地3 代表取締役 高村純子
トラフィックシステム株式会社0000022381 468-1917 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀正会町1番地1 代表取締役 和本賢一
株式会社ドラマ0000022643 585-5352 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南中ノ坪町９番地 代表取締役 中島 保
中島電工株式会社0000003157 672-5181 中小企業市内

京都府京都市右京区西院安塚町98番地 代表取締役 中西博也
株式会社中西塗料店0000022882 313-1991 中小企業市内

京都府京都市下京区松原通新町東入中野之町160番地 中村雅一
中村翠雲堂印房0000001627 351-6586 中小企業市内

京都府京都市下京区室町通松原下る元両替町254番地 代表取締役 豊田和弘
株式会社中村設計0000001655 353-5201 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京北壺井町88 代表取締役 那須浩郎
株式会社ナステクニカル0000006442 842-1169 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦多藪町２９番地３ 代表取締役 政井淳
株式会社なないろ0000022897 778-5445 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦下角田町10番地の13 代表取締役 大島清
株式会社七和0000010440 871-7700 中小企業市内

京都府京都市西京区桂上野今井町5番地 代表取締役 仁木秋作
株式会社仁木工業0000018576 392-9000 中小企業市内

京都府京都市山科区椥辻池尻町48番地 代表取締役 西尾惣一
株式会社西尾製作所0000002571 594-0181 中小企業市内

京都府京都市南区西九条院町26番地 代表取締役 羽渕淳
株式会社ニッセン0000023620 682-2109 大企業市内

日本カラーフォトスタジオ株式会 京都府京都市右京区山ノ内宮前町5-7 代表取締役 伊藤正博
0000010200 811-7272 中小企業市内社

京都府京都市南区吉祥院嶋笠井町48 代表取締役 山下峰貞
株式会社日本情報サービス0000013133 644-9573 中小企業市内

京都府京都市左京区松ヶ崎久土町4-1 グレース松ヶ崎509号 代表取締役 上田三佳
日本情報通信株式会社0000019995 721-7888 中小企業市内
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（京都府）京都府京都市中京区烏丸通御池下る井門明治安田生命ビル８階 代表取締役 瀧栄治郎
日本テレネット株式会社0000022873 211-7994 中小企業市内

（執行役員 一色毅）

京都府京都市 下京区東塩小路町734番地 代表取締役 吉本光希
株式会社日本電算機標準0000018980 353-6820 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパークサイエンスセンタービル４ 代表取締役 山田智樹
株式会社ネットアイアールディー0000016812 315-8639 中小企業市内 号館

京都府京都市 北区大北山 長谷町5番地13 代表取締役 長谷川尚志
株式会社長谷川つづれ0000018230 464-3057 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島河原田町30 代表取締役 武藤梢
株式会社葉月0000020794 634-6452 中小企業市内

京都府京都市上京区室町通武者小路下ル福長町526-1 代表取締役 藤谷昭子
ハプンズ有限会社0000016809 441-8812 中小企業市内

京都府京都市中京区東洞院通二条上る壺屋町512番地1 代表取締役 松村正希
株式会社莫設計同人0000007534 256-1131 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸御池下ル梅屋町358番地 アーバネックス御池ビル西館3階 代表取締役 小林正博
バンネットワーク株式会社0000015649 212-1121 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町396番地 第3キョートビル902号室 代表取締役 濱口拓宏
株式会社Ｐａａｋ0000023622 090-2060-2158 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西中町46番地の2 代表取締役 山田純
パナソニック電材京都株式会社0000022037 311-8171 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅御供田町195番地 代表取締役 嚴嶋真由美
株式会社光0000018221 501-1919 中小企業市内

京都府京都市中京区東洞院通竹屋町下る三本木五丁目470番地 代表社員 岩永憲秀
ひかり監査法人0000014546 252-1305 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生松原町51番地の50 代表者 東憲二
東電気設備管理事務所0000023409 321-8925 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山欠ノ上町60番地の1 代表取締役 山本孝司
東山管理センター株式会社0000002510 592-0003 中小企業市内

京都府京都市上京区七本松通中立売下ル三軒町77番地 代表取締役 樋口隆三
樋口造園株式会社0000002010 462-1385 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生松原町3番地の12 代表取締役 武知秀實
株式会社ひでみ企画0000001429 322-3717 中小企業市内

企業組合一級建築士事務所ひと・ 京都府京都市山科区御陵大津畑町43番地22 タウンズホワイト1F 代表理事 梅山宏
0000018049 748-6550 中小企業市内まち設計

京都府京都市左京区東大路仁王門下る北門前町499番地2 代表取締役 紀伊馬芳則
株式会社日の出テント0000003551 075-761-3105 中小企業市内

有限会社ひのでやエコライフ研究 京都府京都市下京区高倉通高辻下る葛籠屋町515番地1 代表取締役 鈴木靖文
0000016791 708-8152 中小企業市内所

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内
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京都府京都市上京区一条通松屋町下る鏡石町32番地 代表取締役 古市洋二
ひらくと株式会社0000021982 366-3867 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹西高縄町14 代表者 平野拓也
平野拓也デザイン事務所0000023639 090-5570-5549 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草神明講谷町29番地 代表取締役 平山英拡
株式会社HIRAYAMA0000013703 643-0400 中小企業市内

京都府京都市中京区油小路通竹屋町下ル橋本町494番地1 代表取締役 山本剛也
株式会社ビードリーム0000009688 256-2405 中小企業市内

京都府京都市上京区椹木町通烏丸西入る養安町242-1 ＲＯＯＳＴ御所西４Ｆ 代表取締役 山下潤
株式会社 ｂｉｔ0000015657 213-0825 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京銅駝町48番地 代表取締役 八田雅哉
株式会社ビュー0000022844 822-7372 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺南町134番地 代表取締役社長 前田恒雄
株式会社ピーパルシード0000018220 555-3421 中小企業市内

京都府京都市左京区田中上玄京町47番地 代表取締役 三谷正
株式会社Pixel Engine0000022663 090-1149-5050 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町635番地2 梓ビル4階 代表取締役 村田光
株式会社ピクチャレスク0000019282 075-746-3790 中小企業市内

京都府京都市南区西九条西柳ノ内町2番地 代表取締役 高橋聖宗
株式会社ファーストフーズ0000003088 662-2181 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町68番地 代表取締役 大槻重喜
ファイティングポーズ株式会社0000019515 315-2422 中小企業市内

株式会社ファルコバイオシステム 京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町44番地3 代表取締役 河田與一
0000009063 075-320-4240 大企業市内ズ

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町79番地 ヤサカ四条烏丸ビル5階 代表取締役 田伏辰也
株式会社フィールド0000021780 251-0577 中小企業市内

京都府京都市東山区本町八丁目82-4 代表取締役 石部厚彦
株式会社フカクサ0000016548 551-1701 中小企業市内

特定非営利活動法人福祉工房Ｐ＆ 京都府京都市伏見区風呂屋町256-8 桃山サニーハイツ1階 代表 半田敏照
0000018811 605-8777 中小企業市内Ｐ

京都府京都市伏見区本材木町668-3 月桂冠酒造オフィス1・2号室 理事長 増田徳兵衛
特定非営利活動法人伏見観光協会0000022672 622-8758 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山町見附町11番地 代表取締役 早川将広
株式会社伏見工芸0000002752 621-2833 中小企業市内

有限会社伏見プランニングセンタ 京都府京都市伏見区本材木町668番地3 月桂冠酒蔵オフィス3号室 代表取締役 中川雄介
0000010043 622-8750 中小企業市内ー

京都府京都市左京区田中門前町67 代表者 藤井誠一
藤井商店0000003700 781-9535 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路柿之本町13番地の1 代表取締役 兼元邦浩
冨士倉庫運輸株式会社0000015750 601-7261 中小企業市内
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京都府京都市右京区西京極橋詰町18番地 代表取締役 金山政寿
扶餘建設工業株式会社0000001291 312-8888 中小企業市内

京都府京都市右京区御室芝橋町6-16 代表取締役 島本壮樹
有限会社フラワーハウスおむろ0000010044 465-5005 中小企業市内

京都府京都市上京区五辻通浄福寺西入一色町27番1の332 メガロコープ西陣Ａ棟 代表取締役 幸田英和
フリーブライト株式会社0000021281 432-8560 中小企業市内

京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町543番地5 ４階 代表取締役 高橋真一郎
株式会社フルーツドロップス0000021023 252-2620 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐大構町16番地 内海ビル4階 代表取締役 伊藤達成
株式会社VCC企画0000018224 572-2726 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南中ノ坪町5 代表取締役 大橋弘始
株式会社ブリッジ0000015282 691-8606 中小企業市内

株式会社ブリッジコーポレーショ 京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3 大同生命京都ビル６Ｆ 代表取締役 川口聡太
0000016013 253-0701 中小企業市内ン

京都府京都市西京区大原野北春日町484-2 上田貴浩
ブレスファイブウエダ0000009136 331-2235 中小企業市内

京都府京都市伏見区北端町58番地 代表取締役 出口弘文
株式会社文化財サービス0000012978 611-5800 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生神明町1番地41ー1 代表社員 木村素子
Plustus合同会社0000021606 080-5307-2939 中小企業市内

京都府京都市中京区円福寺町338 樋口進和ビル6F 代表取締役 原野朋弘
株式会社プラスワン0000020796 251-2301 中小企業市内

京都府京都市 中京区車屋町通 丸太町下る砂金町406番地 田丸産業ビル5F 代表取締役 中村夕起子
株式会社プラメイク0000020143 256-3481 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中川原町359番地 代表取締役 池田光繁
平安埋蔵文化財事務所株式会社0000021619 632-8864 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂北ノ口町243番地 代表取締役 長谷川良樹
株式会社紅屋0000022354 381-0088 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町60 代表者 大川紘平
ホームケアサポート伏見0000023586 090-4291-7826 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市上京区荒神口通河原町東入亀屋町123番地 代表取締役 北門和紀
北辰工業株式会社0000003409 257-0505 中小企業市内

京都府京都市北区小山北上総町29番地 代表取締役 山本直樹
北陵電工株式会社0000002179 495-8881 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町328番地 代表取締役 久川聡
株式会社保健科学西日本0000010087 075-933-6060 大企業市内

京都府京都市北区西賀茂中川上町84番地 ラフォーレダイゴＤ棟202号 代表社員 長田和明
合同会社マーケティング京都0000023241 080-6760-7561 中小企業市内
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京都府京都市右京区西院清水町143番地5 代表取締役 鈴木正一
株式会社まいこっく0000020214 874-7942 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田藁屋町50番地 代表取締役 戸島耕二
株式会社増田医科器械0000005357 623-7111 中小企業市内

有限責任事業組合まちとしごと総 京都府京都市上京区河原町通丸太町上る出水町284番地 代表組合員 岡本卓也
0000022675 257-7871 中小企業市内合研究所

京都府京都市伏見区横大路千両松町70番 代表取締役 松本繁夫
株式会社ＭＡＸ0000020266 605-9555 中小企業市内

京都府京都市伏見区新町１２丁目308 代表取締役 松田聖
有限会社松田0000015262 612-1367 中小企業市内

京都府京都市北区小山西大野町51番地3 代表取締役 松村正人
株式会社松村泰山堂0000006769 493-6363 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町70番 代表取締役 松本佳之
松本建設株式会社0000007273 605-9500 中小企業市内

京都府京都市上京区千本通下立売下る小山町889-10 大武千明
マドリズ0000021115 080-4413-8624 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南戒光町10番地 代表取締役 木原泰博
丸工自動車運送株式会社0000003190 681-2101 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺平田町57番地 取締役 平手克治
有限会社丸重屋0000020424 591-1919 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京小倉町4番地 代表取締役 吉田忠之
有限会社丸安商会0000014689 841-4291 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝中山町1-257 代表取締役 萬木宣夫
株式会社萬栄建設0000005379 332-8382 中小企業市内

京都府京都市南区四ツ塚町13番地 取締役 小野哲志
有限会社萬字堂0000014667 672-0066 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚北溝町11-1 メモリアルビル1階 代表取締役 安田仁
株式会社まんらく0000023417 502-5292 中小企業市内

京都府京都市中京区西洞院通夷川上る毘沙門町398-3 ＡＸＩＳ105 代表取締役 田村憲一
株式会社ミームファクトリー0000021253 748-1479 中小企業市内

（京都府）京都府京都市上京区新烏丸頭町164-3 代表取締役 三島邦弘
株式会社ミシマ社0000020154 746-3438 中小企業市内 （長谷川実央）

京都府京都市左京区仁王門通川端東入新丸太町37番地の6 代表取締役 三宅晃郎
株式会社三宅建築事務所0000003559 761-6025 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺南大日7番地6 代表取締役 谷口敏信
株式会社ＭＩＹＡＫＯ0000018702 275-0085 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
都総合管理株式会社0000001859 415-0001 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽藁田町27番地 代表取締役 筒井基好
都タクシー株式会社0000022895 671-6101 中小企業市内
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京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守順子
都テック株式会社0000009651 415-0030 中小企業市内

京都府京都市中京区三条通東洞院東入菱屋町44 三条高倉アーバンライフ302 代表取締役 辻本尚子
株式会社みやこ不動産鑑定所0000016322 256-4764 中小企業市内

京都府京都市左京区今出川通大橋東入る田中下柳町8 宮澤和夫
宮沢印章堂0000003653 781-3089 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋琵琶町25番地 代表取締役 山本公隆
有限会社未来樹0000012812 935-3586 中小企業市内

京都府京都市山科区西野大鳥井町118-45 代表取締役 邑田正廣
邑田漆芸株式会社0000017491 591-4137 中小企業市内

株式会社メディア教育研究センタ 京都府京都市 左京区一乗寺 地蔵本町7番地1-509 代表取締役 鍵山茂徳
0000019937 708-7398 中小企業市内ー

京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町2番地 代表取締役 吉見隆夫
株式会社メディカルサポート0000013095 693-5400 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 西檜町17番地2 代表取締役 宿野秀晴
Medico-tec株式会社0000016774 321-4950 中小企業市内

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス

京都府京都市左京区一乗寺葉山町15-6 代表取締役 森下征也
有限会社森真0000010531 723-0405 中小企業市内

京都府京都市右京区京北下弓削町杉森26-1 理事長 宮西恵津子
特定非営利活動法人森守協力隊0000021783 854-1303 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉幡枝町628-1 代表取締役 白山剛
株式会社ＭＯＮＴ ＢＬＡＮＣ0000001426 746-6188 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南塔ノ本町21 代表取締役 粂田佳幸
ヤサカ観光株式会社0000012768 681-2156 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南塔ノ本町21 取締役社長 粂田晃稔
ヤサカ観光バス株式会社0000015317 681-2156 大企業市内

京都府京都市下京区中堂寺櫛笥町1番地 取締役社長 粂田佳幸
彌榮自動車株式会社0000012762 841-6261 大企業市内

特定非営利活動法人やさしいデザ 京都府京都市 下京区中堂寺 粟田町93番地 京都リサーチパークスタジオ棟101 理事 生駒豪康
0000022690 315-9072 中小企業市内イン

京都府京都市左京区北白川仕伏町102番地2 代表取締役 田中宏明
株式会社ヤマショウ運輸0000010062 712-1456 中小企業市内

京都府京都市左京区八瀬野瀬町267番地 代表取締役 山田嘉朗
有限会社山田建築工房0000007587 712-5496 中小企業市内

株式会社山都キャピタル・コーポ 京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町21番地1 代表取締役 前田祥男
0000020744 643-8866 中小企業市内レーション

京都府京都市中京区三条通高倉東入桝屋町58番地・56番地 理事長 笠松英子
一般財団法人大和松寿会0000012987 211-4503 中小企業市内
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京都府京都市中京区蛸薬師通堺町東入雁金町378番地 代表取締役 山中浩史
有限会社山中紙工所0000019880 223-2181 中小企業市内

京都府京都市西京区松尾東ノ口町１８‐９ 山下俊彦
山彦造園0000022872 394-3487 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町196番地の1 代表取締役 山本敏裕
株式会社山本清掃0000008636 623-5555 中小企業市内

京都府京都市南区西九条南田町43番地 代表取締役 湯浅博文
有限会社湯浅金属0000008262 691-8972 中小企業市内

京都府京都市左京区大原戸寺町285 代表取締役 西川惣一郎
有限会社ユウキ0000003437 708-8616 中小企業市内

京都府京都市北区大宮薬師山東町20-3 代表取締役 小倉友香
株式会社雄建0000019231 492-4669 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川西平井町22番地2 代表取締役 圓城新子
株式会社ユニオン・エー0000021950 724-0410 中小企業市内

京都府京都市山科区厨子奥苗代元町31番地 代表取締役 吉田浩一
株式会社吉田生物研究所0000016777 581-0835 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山町正宗30番地の6･31番地の1合地 代表取締役 吉本上
ヨシモトプロテック株式会社0000020175 603-6123 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院西ノ内町2 米村健治
米村電気設備管理事務所0000019522 681-2889 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田真幡木町55番地 代表取締役 下平明利
株式会社ライオンズ旅行企画0000002776 621-8117 中小企業市内

京都府京都市西京区桂西滝川町3番地 取締役 鷹本公俊
有限会社ライフベース0000022258 382-2123 中小企業市内

京都府京都市下京区東洞院通七条下る二丁目東塩小路町541番地の1 代表取締役 川島基
株式会社ラクール保険事務所0000010554 361-6431 中小企業市内

京都府京都市下京区不明門通五条上ル玉屋町513 代表取締役 數井利次
株式会社楽次0000001643 075-351-9537 中小企業市内

京都府京都市 中京区西ノ京 東中合町81番地 代表取締役 高田俊介
株式会社ラクソル0000018749 823-7010 中小企業市内

京都府京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町333 らくたび京町家 代表取締役 若村亮
株式会社らくたび0000022623 257-7320 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町307番地14 代表取締役 松崎武司
洛東デザイン株式会社0000021818 595-0001 中小企業市内

京都府京都市東山区古門前通大和大路東入二丁目三吉町354 村井正
洛東旅行社0000013018 525-1110 中小企業市内

京都府京都市左京区静市市原町714番地の2 代表取締役 安岡幹昌
洛北運輸株式会社0000005081 721-2350 中小企業市内

京都府京都市上京区千本丸太町上ル南小山町870番地 代表取締役 安藤正孝
洛陽産業株式会社0000003958 841-5596 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0025 その他（上記以外）
0001 その他（上記以外）

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区西九条南田町1 理事長 矢野裕典
医療法人社団洛和会0000023585 581-1763 中小企業市内

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680番地1 代表取締役 春日貴幸
株式会社ランドサット0000022853 050-3184-0608 中小企業市内

株式会社リーフ・パブリケーショ 京都府京都市中京区烏丸通姉小路下る場之町592番地 メディナ烏丸御池４階 代表取締役 高野和也
0000013107 255-7263 中小企業市内ンズ

京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師通西入ル橋弁慶町222番地 ﾋﾗｲﾋﾞﾙ3階 代表取締役 田中茂
リュウム株式会社0000021604 257-4588 中小企業市内

京都府京都市山科区東野八反畑町58番地の17 代表取締役 田中恵委子
株式会社黎明特殊黒板製作所0000009676 581-3196 中小企業市内

京都府京都市 下京区寺町通 松原下る植松町733番地 代表理事 小林大太
一般社団法人 歴史文化研究所0000020167 354-0302 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽広長町173 代表取締役 越川哲也
株式会社レボインターナショナル0000004670 604-0518 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町88番地20 代表取締役 濱田仁
株式会社REALM0000022506 278-0164 中小企業市内

京都府京都市 伏見区下鳥羽 渡瀬町156番地 代表取締役 砂田政寿
ロックス株式会社0000017201 621-9661 中小企業市内

ワールドビジネスセンター株式会 京都府京都市南区西九条東御幸田町25番2 代表取締役 谷口孝重
0000008263 662-1200 中小企業市内社

京都府京都市 下京区若宮通 五条下る毘沙門町44番地3 代表取締役 一宮寿行
株式会社ＯＮＥ0000020140 341-6951 中小企業市内

京都府京都市下京区綾小路通柳馬場東入る塩屋町60-2 ブロックMビル 代表取締役 山口勝広
株式会社ワン・ワールド0000009411 343-8100 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0026 建物管理
0001 建物管理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市山科区東野門口町27番地9 代表取締役 福井一盛
株式会社アーク・ワン0000008020 583-1600 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田桶ノ井町150番地 代表取締役 皇甫樹
株式会社アールライフ0000023187 645-0039 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町8番地1 代表取締役 豊田南星
有限会社アイデン0000016561 200-3300 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川重石町18番地 代表取締役 高田尚
有限会社アクア設備0000007059 724-0190 中小企業市内

京都府京都市中京区車屋町通竹屋町上る砂金町403 田丸産業ビル4階 代表取締役 伊藤惠
株式会社アクティブケイ0000014633 255-6586 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町403番地1 代表取締役 奥村克彦
アシストカンポ株式会社0000014712 931-6666 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師鴨川町17-4 代表取締役 竹井功
株式会社Ａｃｅｓ0000021958 874-1491 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南村山町2番地 代表取締役 三浦靖
株式会社ＡＬＡＮ0000018779 681-3222 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院山王町43番地2・110号 代表取締役 金本鉄守
アルファテック株式会社0000017474 090-3359-7719 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐中山町25番地 代表取締役 中村信次
有限会社飯田工業所0000005480 572-6676 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町3丁目12番地 代表取締役 高田昌英
株式会社池本工業所0000002885 641-3231 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉花園町443-1 テラスハウス5号 代表 若島佑樹
樹0000023189 203-6307 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東石ヶ坪町3番地 代表取締役 浦田篤人
株式会社浦田建装0000001442 326-2710 中小企業市内

京都府京都市下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町608番地9 日本生命京都三哲ビル3階 代表取締役 北川晃弘
映光産業株式会社0000001682 361-4404 中小企業市内

京都府京都市 北区西賀茂 神光院町146番地 山本幸信
ＳＰとまと0000020464 491-6496 中小企業市内

オリックス・ファシリティーズ株 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町99番地 代表取締役 深谷健司
0000003974 841-7550 中小企業市内式会社

京都府京都市伏見区深草平田町26番地 代表取締役 藤井忍
株式会社オンリー0000010188 643-2903 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川西町83番地 代表取締役 影近寛
株式会社影近メンテ0000003524 752-0591 中小企業市内

京都府京都市伏見区景勝町73番地8 レジデンス甲斐101号 代表取締役 印牧裕人
上方工業株式会社0000022005 634-8513 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0026 建物管理
0001 建物管理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区大宮通八条下る東寺東門前町18番地 代表取締役 田中聡一
株式会社川村商店0000003294 691-6623 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津堤下町7番地 代表取締役 杉本誠
株式会社関西空調0000017965 863-5777 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂前川町186番地 代表取締役 宇多孝夫
株式会社関西スポック0000009173 394-6161 中小企業市内

京都府京都市左京区修学院中林町1番地 代表取締役 神田拓哉
株式会社神田設備0000003667 781-4513 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町233番地 代表取締役 横山秀昭
株式会社カンポ0000004165 933-6030 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草野手町28番地 望月州子
木村鍵製作所0000014581 641-8600 中小企業市内

キョート・パーフェクト・ガード 京都府京都市中京区河原町通竹屋町上る大文字町238番地1 エースビル302号 代表取締役 田原正基
0000020553 241-0101 中小企業市内株式会社

キョート・パラマウント・ギャラ 京都府京都市南区上鳥羽堀子町81番地4 代表取締役 三村嘉洋
0000020554 681-0005 中小企業市内ンティー株式会社

京都府京都市右京区西院西貝川町42番地 代表取締役 清井浩一
株式会社清井設計工務0000001229 864-7100 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町675番地の1 代表取締役 石川 哲朗
協栄ビル管理株式会社0000001114 255-0115 中小企業市内

京都府京都市下京区富小路通松原下る本上神明町450 代表取締役 岡崎善憲
株式会社共栄薬研0000001625 351-6171 大企業市内

京都府京都市右京区西京極畔勝町4番地の3 代表取締役 深谷嘉晴
京環メンテナンス株式会社0000006401 323-1441 中小企業市内

公益社団法人京都市シルバー人材 京都府京都市中京区西ノ京東中合町2番地 理事長 松本建次
0000003871 821-2013 中小企業市内センター

京都府京都市 山科区上野 御所ノ内町16番地の10 代表取締役 山田哲士
京都シティ開発株式会社0000017582 501-2702 中小企業市内

京都府京都市東山区円山町463番地 理事長 森本幸裕
公益財団法人京都市都市緑化協会0000020562 561-1350 中小企業市内

株式会社京都ダイケンビルサービ 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 代表取締役 長尾正洋
0000013998 342-2611 中小企業市内ス

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター406号 代表理事 森本哲郎
京都ビルメンテナンス協同組合0000009482 314-0231 中小企業市内

京都府京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町121番地の3 取締役 中川淳
有限会社京都保全管理0000023101 462-8871 中小企業市内

京都府京都市伏見区納所下野1番地 伏見納所団地7号棟504号室 末永理恵
京美総合管理0000022016 757-1554 中小企業市内

京都府京都市 南区久世 殿城町280番地の1 代表取締役 竹崎幸生
京洛機電株式会社0000018149 931-1728 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0026 建物管理
0001 建物管理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市右京区西京極南大入町２０番地１ 代表取締役 金田俊彦
株式会社キンキ・プラミング0000007174 315-5670 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町31番地 代表取締役社長 朝田華美
近建ビル管理株式会社0000003527 761-2126 大企業市内

京都府京都市 山科区上花山 花ノ岡町49-3 代表 瀬戸英和
クリエイトアドバンス0000019922 502-7277 中小企業市内

有限会社グローバルメンテナンス 京都府京都市上京区土屋町通中立売下る西富仲町470番地 代表取締役 今井隆徳
0000015325 415-7233 中小企業市内工業

京都府京都市山科区勧修寺本堂山町5番2 代表取締役 秋田和宣
有限会社Ｋ・プレール0000020444 075-571-1022 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎徳成町10番地の4 代表取締役 植西雅史
株式会社京阪装美0000003496 751-0425 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町86番地2 代表取締役 天池淳
京阪防火設備株式会社0000002200 502-4880 中小企業市内

京都府京都市右京区京北大野町清水109番地 代表取締役 樋口一紀
京北環境有限会社0000011792 853-7744 中小企業市内

京都府京都市南区東九条北松ノ木町27-10 代表 姜淑恵
ケイワイオー0000023105 644-4809 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町5丁目42番地 代表取締役 佐貫將一
株式会社コーエーピービーエム0000002900 641-4661 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京冷泉町98番5 ダイコウビル3階 代表取締役 中嶋一浩
株式会社コスト0000019190 075-366-8308 中小企業市内

（京都府）京都府京都市伏見区竹田西段川原町40 代表取締役 山崎一男
コスモテック株式会社0000020044 643-7974 中小企業市内 （取締役 山崎孝治）

京都府京都市右京区西院平町7番地 代表取締役 奥野寛
株式会社コスモメンテナンス0000014001 323-2600 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内

京都府京都市山科区西野楳本町50番地102 代表取締役 森川耕一
株式会社三光エンジニアリング0000006513 594-3030 中小企業市内

京都府京都市 伏見区横大路下三栖 辻堂町50番地 代表取締役 橋本倍幸
有限会社三美設備工業0000018136 621-4748 中小企業市内

京都府京都市中京区間之町通二条上る夷町575番地 代表取締役 池田篤
三和エレベータサービス株式会社0000004657 221-3860 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津尻溝町67番地1 代表取締役 伊地知祐吉
株式会社シーエープラント0000015392 863-3300 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地の１００ 代表取締役 滋野裕子
滋野商事株式会社0000015312 881-3009 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
株式会社シティービルサービス0000001864 415-1166 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0026 建物管理
0001 建物管理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター 代表理事 堀田政美
新京都メンテナンス業協同組合0000004639 744-1020 中小企業市内

京都府京都市中京区衣棚通夷川下ル竪大恩寺町735番2 代表取締役 新正義
株式会社新生商会0000000921 222-0415 中小企業市内

株式会社ジャパンファシリティー 京都府京都市中京区間之町通御池下ル綿屋町528番地 烏丸エルビル602号室 代表取締役社長 長谷川守
0000016050 212-1115 中小企業市内ズ

京都府京都市右京区太秦川所町7番地100 代表取締役 滋野好史
株式会社浄美社0000004045 871-3623 大企業市内

京都府京都市 右京区太秦 森ケ東町18番地 代表取締役 榎司
株式会社スイトピア0000018706 881-6162 中小企業市内

京都府京都市上京区小川通一条上ル革堂町586番地 代表取締役 鈴木美佐子
株式会社鈴木工業所0000001897 432-0166 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町33番地 代表取締役 鈴木明廣
株式会社鈴木メンテナンス0000001209 311-3888 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町33番地 鈴木メンテナンスビル３Ｆ 代表取締役 鈴木貴美江
株式会社鈴建0000020903 311-3951 中小企業市内

京都府京都市上京区新町通上立売上る安楽小路町429番地1 代表取締役 内山純一
株式会社ステーション0000023621 417-1315 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐東合場町39番地 代表取締役 木下博之
株式会社大興電気0000002372 571-7733 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝沓掛町15番地の112 代表取締役 福本凡人
高塚管理サービス株式会社0000014710 333-0501 中小企業市内

京都府京都市右京区山ノ内宮脇町1番地の1 代表取締役 高橋聖介
高橋練染株式会社0000018797 802-3111 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨宮崎町1番地の26 代表取締役 山本紘士
株式会社タクミサービス0000003647 466-5100 中小企業市内

京都府京都市右京区花園扇野町37番地 代表取締役 森本光月
株式会社大興設備開発0000003803 803-0507 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐西大路町128番地13 代表取締役 山本勝
株式会社醍醐管理0000021026 573-7007 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院長田町507番地 代表取締役 山本文子
大伸工業株式会社0000003293 691-5823 中小企業市内

京都府京都市上京区今出川通烏丸東入上る相国寺門前町637番地 代表取締役 八田聡
株式会社大晋サービス0000004684 241-0678 中小企業市内

京都府京都市 西京区山田 畑田町13番地2 ＥＸＥ２ １Ｆ 代表取締役 奥田英彰
株式会社チームアシスト0000018721 382-0055 中小企業市内
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京都府京都市 伏見区横大路下三栖 里ノ内33番地1 代表取締役 田中善和
株式会社チームクオリティ0000018261 623-4060 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山南大島町1-12 沼田章一
中央工業0000021321 090-3707-9046 中小企業市内

京都府京都市右京区西院清水町65番地の4 代表取締役 吉川心太郎
株式会社中央保健工業社0000008135 315-2340 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町三丁目70番地 第5長栄アストロビル 代表取締役 長田修
株式会社長栄0000007659 643-6446 大企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町53 メゾンウェルス１F 代表取締役 舩井渉
長栄ビルサービス株式会社0000009565 365-3070 中小企業市内

ティー・エス・ケー・ファシリテ 京都府京都市上京区下長者町通小川西入鷹司町62 代表取締役 乗松良徳
0000022042 431-6141 中小企業市内ィーズ株式会社

京都府京都市伏見区日野谷寺町13番地2 代表取締役 宮元剛
株式会社Ｔ-ＴＥＣ．0000021617 574-7976 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川西伊織町１４ 代表取締役 石田博喜
株式会社電竜社0000003652 781-3048 中小企業市内

有限会社トータル・エア・サービ 京都府京都市 伏見区中島 北ノ口町1番地 ルビラ1階102号 代表取締役 蛭田治彦
0000018128 644-4917 中小企業市内ス

京都府京都市北区紫野西泉堂町5番3 代表取締役 徳永一幸
株式会社トクナガ0000002164 493-1067 中小企業市内

京都府京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町121番地の3 代表取締役 中川淳
株式会社中川工業所0000001989 461-2305 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津堤下町６番地 代表取締役 西田博一
株式会社西田電機商会0000007109 881-0487 中小企業市内

ＮＩＳＳＨＡビジネスサービス株 京都府京都市中京区壬生花井町3番地 代表取締役 西田昌弘
0000016464 823-5118 中小企業市内式会社

京都府京都市右京区西院西今田町5番地 代表取締役 野崎浩
日本清装株式会社0000001240 311-9277 中小企業市内

京都府京都市下京区東塩小路町606番地 三旺京都駅前ビル４Ｆ 代表取締役 前田秀人
日本プライムサービス株式会社0000021978 777-2182 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町339番地 代表取締役 橋本昌詔
株式会社橋本工業0000003051 661-3221 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 北松ノ木町39-2 代表取締役 北井繁行
株式会社美翔管財0000019241 694-3333 中小企業市内

京都府京都市 下京区栄町518 代表取締役 堀田真由美
株式会社Ｂｉｇクリーン0000018228 708-6884 中小企業市内

京都府京都市伏見区向島二ノ丸町３８７番地 代表取締役 皇甫栄
株式会社ファースト0000023126 604-1110 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽南柳長町９５番地 代表取締役 近藤峰治
株式会社フジクール0000004671 612-6222 中小企業市内
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京都府京都市右京区太秦和泉式部町12番地 代表取締役 川瀬貴也
扶桑管工業株式会社0000004001 861-1157 中小企業市内

京都府京都市北区紫野西御所田町9-1 代表取締役 吉田創一
株式会社フラットエージェンシー0000009623 431-0669 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市中京区西ノ京冷泉町１０８番地 代表取締役 石田洋章
マイ・スター株式会社0000023330 334-6888 中小企業市内

京都府京都市下京区天使突抜４丁目472-1 代表取締役 駒井敏孝
ＭaＱビル管理株式会社0000022636 353-7477 中小企業市内

京都府京都市中京区竹屋町通両替町東入亀屋町149 代表取締役 松山昌子
株式会社松山製作所0000006591 231-6416 中小企業市内

京都府京都市右京区西院六反田町31番地4 代表取締役 藤木輝幸
株式会社丸起0000001434 323-3333 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
都総合管理株式会社0000001859 415-0001 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守順子
都テック株式会社0000009651 415-0030 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草 キトロ町30番地12 代表取締役 岡本秀巳
株式会社都ハウジング0000018765 643-3191 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町417番地 代表取締役 新谷淳
株式会社京メンテナンス0000019912 643-0553 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町四丁目５５番地 代表取締役 神谷秀男
ムツミ商事株式会社0000005899 642-1555 中小企業市内

京都府京都市下京区三ノ宮町通上ノ口下る高宮町232番地1 理事長 駒井せつ
特定非営利活動法人無門社0000018751 351-4200 中小企業市内

京都府京都市左京区高野清水町136番地 代表社員 大柿崇
合同会社ＭＡＫＥ‐ＯＮＥ0000023574 746-2154 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町32 代表取締役 中村計俊
株式会社メイワ0000016052 223-5218 中小企業市内

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス

京都府京都市左京区一乗寺葉山町15-6 代表取締役 森下征也
有限会社森真0000010531 723-0405 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島外山町25 代表取締役 垂井克生
株式会社ＲＩＤＥＮ0000022052 286-3696 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通東入ル宮垣町91-102 代表取締役 角英嗣
株式会社Ｌｅａｄ0000021773 708-5395 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂津ノ国町６番地１２ 代表社員 松尾幸治
合同会社ＲＥＡＬ・ＦＯＲＣＥ0000023381 080-5631-6000 中小企業市内
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株式会社令和テックコーポレーシ 京都府京都市山科区椥辻平田町150 代表取締役 木倉康博
0000016263 204-4880 中小企業市内ョン

京都府京都市中京区二条通り高倉東入ル観音町72-1番地 代表取締役 矢口満子
和光建物総合管理株式会社0000000917 222-0110 中小企業市内

京都府京都市下京区綾小路通柳馬場東入る塩屋町60-2 ブロックMビル 代表取締役 山口勝広
株式会社ワン・ワールド0000009411 343-8100 中小企業市内
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京都府京都市右京区山ノ内養老町19-6 代表取締役 加藤文子
有限会社アーバンライフサービス0000007136 311-0529 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町8番地1 代表取締役 豊田南星
有限会社アイデン0000016561 200-3300 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川重石町18番地 代表取締役 高田尚
有限会社アクア設備0000007059 724-0190 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町74番地 代表取締役 杉本正治
有限会社アクアテック0000006604 603-7722 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師鴨川町17-4 代表取締役 竹井功
株式会社Ａｃｅｓ0000021958 874-1491 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹栗栖町１５番地 アンフィニビル２階 代表取締役 松本健太
株式会社アンフィニ0000022896 366-5775 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田真幡木町181番地 代表取締役 井村和吉
株式会社eサービス0000015799 644-7705 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐中山町25番地 代表取締役 中村信次
有限会社飯田工業所0000005480 572-6676 中小企業市内

京都府京都市南区西九条豊田町７番地２ 代表取締役 佐藤博一
石原設備工業株式会社0000003143 672-1279 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通高辻上る万里小路町１７８番地 代表取締役 市川和男
市川電気工業株式会社0000001610 351-3992 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町74番地 代表取締役 伊藤通
株式会社伊藤設備工業所0000002388 603-7677 中小企業市内

イワモトエンジニアリング株式会 京都府京都市北区小山西元町47番地2 代表取締役 藤原和正
0000002158 492-7771 中小企業市内社

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中島町273番地 代表取締役 蜂屋光裕
株式会社エーエルクリエイツ0000006617 642-5580 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺西栗栖野町194 立脇ビル33号 代表取締役 林美加
株式会社エコクリーン関西0000022903 502-2380 中小企業市内

京都府京都市東山区今熊野池田町57-6 代表取締役 眞岩貞子
ＭＤＫクリエーション株式会社0000019780 532-0300 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

オリックス・ファシリティーズ株 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町99番地 代表取締役 深谷健司
0000003974 841-7550 中小企業市内式会社

京都府京都市左京区北白川西町83番地 代表取締役 影近寛
株式会社影近メンテ0000003524 752-0591 中小企業市内

京都府京都市南区西九条蔵王町38番地 代表取締役 八木啓之
春日設備工業株式会社0000003126 671-5377 中小企業市内
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京都府京都市右京区西京極北大入町７２番地の１ 代表取締役 鎌谷裕介
株式会社鎌電0000001306 313-1161 中小企業市内

京都府京都市伏見区景勝町73番地8 レジデンス甲斐101号 代表取締役 印牧裕人
上方工業株式会社0000022005 634-8513 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津堤下町7番地 代表取締役 杉本誠
株式会社関西空調0000017965 863-5777 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂前川町186番地 代表取締役 宇多孝夫
株式会社関西スポック0000009173 394-6161 中小企業市内

京都府京都市左京区修学院中林町1番地 代表取締役 神田拓哉
株式会社神田設備0000003667 781-4513 中小企業市内

京都府京都市右京区西院金槌町拾壱番地 代表取締役 加藤燦弘
京栄水道株式会社0000001184 311-0521 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町675番地の1 代表取締役 石川 哲朗
協栄ビル管理株式会社0000001114 255-0115 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極畔勝町4番地の3 代表取締役 深谷嘉晴
京環メンテナンス株式会社0000006401 323-1441 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽菅田町39 代表取締役 倉本和幸
株式会社京都設備0000003026 661-1155 中小企業市内

株式会社京都ダイケンビルサービ 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 代表取締役 長尾正洋
0000013998 342-2611 中小企業市内ス

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター406号 代表理事 森本哲郎
京都ビルメンテナンス協同組合0000009482 314-0231 中小企業市内

京都府京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町121番地の3 取締役 中川淳
有限会社京都保全管理0000023101 462-8871 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極南大入町２０番地１ 代表取締役 金田俊彦
株式会社キンキ・プラミング0000007174 315-5670 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町31番地 代表取締役社長 朝田華美
近建ビル管理株式会社0000003527 761-2126 大企業市内

京都府京都市 山科区上花山 花ノ岡町49-3 代表 瀬戸英和
クリエイトアドバンス0000019922 502-7277 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺本堂山町5番2 代表取締役 秋田和宣
有限会社Ｋ・プレール0000020444 075-571-1022 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅神納町43番地 代表取締役 野々村齊
京滋アロー株式会社0000002417 573-5505 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院砂ノ町20-1 代表取締役 嶽山樹久雄
京滋日冷サービス株式会社0000003228 681-7277 中小企業市内

（京都府）京都府京都市西京区桂千代原町61-5 代表取締役 竹内博
株式会社桂電社0000023157 391-1277 中小企業市内 （取締役 竹内淳祐）

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町86番地2 代表取締役 天池淳
京阪防火設備株式会社0000002200 502-4880 中小企業市内
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京都府京都市南区東九条北松ノ木町27-10 代表 姜淑恵
ケイワイオー0000023105 644-4809 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町5丁目42番地 代表取締役 佐貫將一
株式会社コーエーピービーエム0000002900 641-4661 中小企業市内

（京都府）京都府京都市伏見区竹田西段川原町40 代表取締役 山崎一男
コスモテック株式会社0000020044 643-7974 中小企業市内 （取締役 山崎孝治）

京都府京都市伏見区桃山紅雪町8 代表取締役 後野政雄
株式会社三京建設0000020765 075-201-9828 中小企業市内

京都府京都市山科区西野楳本町50番地102 代表取締役 森川耕一
株式会社三光エンジニアリング0000006513 594-3030 中小企業市内

京都府京都市 伏見区横大路下三栖 辻堂町50番地 代表取締役 橋本倍幸
有限会社三美設備工業0000018136 621-4748 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津尻溝町67番地1 代表取締役 伊地知祐吉
株式会社シーエープラント0000015392 863-3300 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地の１００ 代表取締役 滋野裕子
滋野商事株式会社0000015312 881-3009 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
株式会社シティービルサービス0000001864 415-1166 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山与五郎町1番地の533 代表取締役 渡辺敏彦
新栄設備株式会社0000002375 604-1981 中小企業市内

京都府京都市中京区衣棚通夷川下ル竪大恩寺町735番2 代表取締役 新正義
株式会社新生商会0000000921 222-0415 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町146番地 代表取締役 廣瀬拳佑
株式会社ＪＡＰＡＮホワイト0000023613 644-6626 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地100 代表取締役 滋野好史
株式会社浄美社0000004045 871-3623 大企業市内

京都府京都市右京区西院月双町33番地 代表取締役 鈴木明廣
株式会社鈴木メンテナンス0000001209 311-3888 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町33番地 鈴木メンテナンスビル３Ｆ 代表取締役 鈴木貴美江
株式会社鈴建0000020903 311-3951 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽広長町226番地 代表取締役 成田克永
株式会社成研0000002794 622-2660 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺東堂田町267番地 代表取締役 山田章博
太陽電機工業株式会社0000002497 591-7900 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝沓掛町15番地の112 代表取締役 福本凡人
高塚管理サービス株式会社0000014710 333-0501 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0026 建物管理
0002 空調設備保守管理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市左京区下鴨宮崎町1番地の26 代表取締役 山本紘士
株式会社タクミサービス0000003647 466-5100 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院落合町14番地4 代表取締役 田中久喜
株式会社田中ポンプ工業所0000006534 693-8841 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生東土居ノ内町30番地3 代表取締役 谷口實
株式会社谷口電設0000019899 205-3377 中小企業市内

京都府京都市右京区梅ケ畑清水町25番地 代表取締役 山田慎治
株式会社大興0000022822 075-861-1968 中小企業市内

京都府京都市右京区花園扇野町37番地 代表取締役 森本光月
株式会社大興設備開発0000003803 803-0507 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐新町裏町１番地の１０ 代表取締役 森口良寛
株式会社醍醐設備0000002358 571-4888 中小企業市内

京都府京都市上京区今出川通烏丸東入上る相国寺門前町637番地 代表取締役 八田聡
株式会社大晋サービス0000004684 241-0678 中小企業市内

京都府京都市右京区西院清水町65番地の4 代表取締役 吉川心太郎
株式会社中央保健工業社0000008135 315-2340 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町53 メゾンウェルス１F 代表取締役 舩井渉
長栄ビルサービス株式会社0000009565 365-3070 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極大門町24番地1 代表取締役 隠岐徹
株式会社ＴＳエンジニアリング0000001192 312-3900 中小企業市内

ティー・エス・ケー・ファシリテ 京都府京都市上京区下長者町通小川西入鷹司町62 代表取締役 乗松良徳
0000022042 431-6141 中小企業市内ィーズ株式会社

京都府京都市伏見区日野谷寺町13番地2 代表取締役 宮元剛
株式会社Ｔ-ＴＥＣ．0000021617 574-7976 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川西伊織町１４ 代表取締役 石田博喜
株式会社電竜社0000003652 781-3048 中小企業市内

有限会社トータル・エア・サービ 京都府京都市 伏見区中島 北ノ口町1番地 ルビラ1階102号 代表取締役 蛭田治彦
0000018128 644-4917 中小企業市内ス

京都府京都市北区紫野西泉堂町5番3 代表取締役 徳永一幸
株式会社トクナガ0000002164 493-1067 中小企業市内

京都府京都市下京区室町通五条上ル坂東屋町286番地 代表取締役 布川行雄
株式会社ＮＡＯＳ0000011926 351-0119 中小企業市内

京都府京都市左京区仁王門通新東洞院東入新東洞院町284 中井和夫
中井住宅設備0000010009 761-0379 中小企業市内

京都府京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町121番地の3 代表取締役 中川淳
株式会社中川工業所0000001989 461-2305 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原南町10番地 代表取締役 伊藤康司
長尾工業株式会社0000003013 661-0004 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津堤下町６番地 代表取締役 西田博一
株式会社西田電機商会0000007109 881-0487 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0026 建物管理
0002 空調設備保守管理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

ＮＩＳＳＨＡビジネスサービス株 京都府京都市中京区壬生花井町3番地 代表取締役 西田昌弘
0000016464 823-5118 中小企業市内式会社

京都府京都市南区西九条菅田町29番地 代表取締役 向井正明
日本設備工業株式会社0000003255 682-5152 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町339番地 代表取締役 橋本昌詔
株式会社橋本工業0000003051 661-3221 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦蜂岡町10-127 代表 濱田智之
ハマダ電設0000022659 882-8185 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 北松ノ木町39-2 代表取締役 北井繁行
株式会社美翔管財0000019241 694-3333 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽南柳長町９５番地 代表取締役 近藤峰治
株式会社フジクール0000004671 612-6222 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京冷泉町１０８番地 代表取締役 石田洋章
マイ・スター株式会社0000023330 334-6888 中小企業市内

京都府京都市右京区西院六反田町31番地4 代表取締役 藤木輝幸
株式会社丸起0000001434 323-3333 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
都総合管理株式会社0000001859 415-0001 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守順子
都テック株式会社0000009651 415-0030 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町417番地 代表取締役 新谷淳
株式会社京メンテナンス0000019912 643-0553 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町四丁目５５番地 代表取締役 神谷秀男
ムツミ商事株式会社0000005899 642-1555 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町32 代表取締役 中村計俊
株式会社メイワ0000016052 223-5218 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院池ノ内町１番地 代表取締役社長 高橋潤
明和管工業株式会社0000003227 681-7171 中小企業市内

（京都府）京都府京都市南区上鳥羽大物町42番1号 代表取締役 塚腰智之
株式会社メテクス0000023645 661-2611 中小企業市内 （次長 長谷川清忠）

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス

京都府京都市左京区一乗寺葉山町15-6 代表取締役 森下征也
有限会社森真0000010531 723-0405 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通東入ル宮垣町91-102 代表取締役 角英嗣
株式会社Ｌｅａｄ0000021773 708-5395 中小企業市内

株式会社令和テックコーポレーシ 京都府京都市山科区椥辻平田町150 代表取締役 木倉康博
0000016263 204-4880 中小企業市内ョン

京都府京都市中京区二条通り高倉東入ル観音町72-1番地 代表取締役 矢口満子
和光建物総合管理株式会社0000000917 222-0110 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0026 建物管理
0002 空調設備保守管理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市下京区綾小路通柳馬場東入る塩屋町60-2 ブロックMビル 代表取締役 山口勝広
株式会社ワン・ワールド0000009411 343-8100 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0026 建物管理
0003 昇降設備保守管理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市伏見区横大路千両松町8番地1 代表取締役 豊田南星
有限会社アイデン0000016561 200-3300 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師鴨川町17-4 代表取締役 竹井功
株式会社Ａｃｅｓ0000021958 874-1491 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通高辻上る万里小路町１７８番地 代表取締役 市川和男
市川電気工業株式会社0000001610 351-3992 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町42番地 代表取締役 植村紀貴
株式会社植村酸素0000003137 075-672-0131 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

オリックス・ファシリティーズ株 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町99番地 代表取締役 深谷健司
0000003974 841-7550 中小企業市内式会社

京都府京都市右京区西京極北大入町７２番地の１ 代表取締役 鎌谷裕介
株式会社鎌電0000001306 313-1161 中小企業市内

京都府京都市下京区岩上通高辻下ル吉文字町457番地 代表取締役 田中陽一
京都エレベータ株式会社0000008907 822-0420 中小企業市内

株式会社京都ダイケンビルサービ 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 代表取締役 長尾正洋
0000013998 342-2611 中小企業市内ス

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内

京都府京都市中京区間之町通二条上る夷町575番地 代表取締役 池田篤
三和エレベータサービス株式会社0000004657 221-3860 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津尻溝町67番地1 代表取締役 伊地知祐吉
株式会社シーエープラント0000015392 863-3300 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地の１００ 代表取締役 滋野裕子
滋野商事株式会社0000015312 881-3009 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地100 代表取締役 滋野好史
株式会社浄美社0000004045 871-3623 大企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝沓掛町15番地の112 代表取締役 福本凡人
高塚管理サービス株式会社0000014710 333-0501 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨宮崎町1番地の26 代表取締役 山本紘士
株式会社タクミサービス0000003647 466-5100 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0026 建物管理
0003 昇降設備保守管理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市右京区花園扇野町37番地 代表取締役 森本光月
株式会社大興設備開発0000003803 803-0507 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐西大路町128番地13 代表取締役 山本勝
株式会社醍醐管理0000021026 573-7007 中小企業市内

京都府京都市上京区今出川通烏丸東入上る相国寺門前町637番地 代表取締役 八田聡
株式会社大晋サービス0000004684 241-0678 中小企業市内

京都府京都市 西京区山田 畑田町13番地2 ＥＸＥ２ １Ｆ 代表取締役 奥田英彰
株式会社チームアシスト0000018721 382-0055 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町53 メゾンウェルス１F 代表取締役 舩井渉
長栄ビルサービス株式会社0000009565 365-3070 中小企業市内

ティー・エス・ケー・ファシリテ 京都府京都市上京区下長者町通小川西入鷹司町62 代表取締役 乗松良徳
0000022042 431-6141 中小企業市内ィーズ株式会社

京都府京都市左京区北白川西伊織町１４ 代表取締役 石田博喜
株式会社電竜社0000003652 781-3048 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津堤下町６番地 代表取締役 西田博一
株式会社西田電機商会0000007109 881-0487 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽南柳長町９５番地 代表取締役 近藤峰治
株式会社フジクール0000004671 612-6222 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京冷泉町１０８番地 代表取締役 石田洋章
マイ・スター株式会社0000023330 334-6888 中小企業市内

京都府京都市右京区西院六反田町31番地4 代表取締役 藤木輝幸
株式会社丸起0000001434 323-3333 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
都総合管理株式会社0000001859 415-0001 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守順子
都テック株式会社0000009651 415-0030 中小企業市内

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス

京都府京都市上京区河原町通東入ル宮垣町91-102 代表取締役 角英嗣
株式会社Ｌｅａｄ0000021773 708-5395 中小企業市内

株式会社令和テックコーポレーシ 京都府京都市山科区椥辻平田町150 代表取締役 木倉康博
0000016263 204-4880 中小企業市内ョン
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京都府京都市伏見区横大路千両松町8番地1 代表取締役 豊田南星
有限会社アイデン0000016561 200-3300 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川重石町18番地 代表取締役 高田尚
有限会社アクア設備0000007059 724-0190 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師鴨川町17-4 代表取締役 竹井功
株式会社Ａｃｅｓ0000021958 874-1491 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐中山町25番地 代表取締役 中村信次
有限会社飯田工業所0000005480 572-6676 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通高辻上る万里小路町１７８番地 代表取締役 市川和男
市川電気工業株式会社0000001610 351-3992 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉花園町443-1 テラスハウス5号 代表 若島佑樹
樹0000023189 203-6307 中小企業市内

京都府京都市上京区大宮通寺之内上ル三丁目筋違橋町551番地の1 代表取締役 今西宏樹
株式会社イヅミ消火器0000001848 414-0432 中小企業市内

京都府京都市下京区和気町15番地 代表取締役 伊東卓男
伊東公業株式会社0000009695 361-6451 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀内畑町七番地 代表取締役 岡崎満
岡崎電工株式会社0000001367 314-1158 中小企業市内

京都府京都市伏見区納所和泉屋13番地5 代表取締役 岡本憲明
オカモト防災株式会社0000002738 632-1190 中小企業市内

オリックス・ファシリティーズ株 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町99番地 代表取締役 深谷健司
0000003974 841-7550 中小企業市内式会社

京都府京都市伏見区深草平田町26番地 代表取締役 藤井忍
株式会社オンリー0000010188 643-2903 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川西町83番地 代表取締役 影近寛
株式会社影近メンテ0000003524 752-0591 中小企業市内

京都府京都市南区西九条蔵王町38番地 代表取締役 八木啓之
春日設備工業株式会社0000003126 671-5377 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝北福西町二丁目12‐2 代表取締役 金田洋一
有限会社カネダ商会0000010301 331-6161 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町７２番地の１ 代表取締役 鎌谷裕介
株式会社鎌電0000001306 313-1161 中小企業市内

京都府京都市左京区修学院中林町1番地 代表取締役 神田拓哉
株式会社神田設備0000003667 781-4513 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹下高才町6-9 代表取締役 瀧中昇
北山防災株式会社0000002165 493-2163 中小企業市内
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京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町675番地の1 代表取締役 石川 哲朗
協栄ビル管理株式会社0000001114 255-0115 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極畔勝町4番地の3 代表取締役 深谷嘉晴
京環メンテナンス株式会社0000006401 323-1441 中小企業市内

株式会社京都ダイケンビルサービ 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 代表取締役 長尾正洋
0000013998 342-2611 中小企業市内ス

京都府京都市下京区梅小路西中町36番地 代表取締役 森下眞理子
京都通信特機株式会社0000001420 321-6311 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター406号 代表理事 森本哲郎
京都ビルメンテナンス協同組合0000009482 314-0231 中小企業市内

京都府京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町121番地の3 取締役 中川淳
有限会社京都保全管理0000023101 462-8871 中小企業市内

京都府京都市伏見区石田大山町33の5 代表取締役 永木章裕
京放株式会社0000002415 573-3301 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町8丁目61番地 代表取締役 内林義治
近畿音響工業株式会社0000002874 641-2311 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極南大入町２０番地１ 代表取締役 金田俊彦
株式会社キンキ・プラミング0000007174 315-5670 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町31番地 代表取締役社長 朝田華美
近建ビル管理株式会社0000003527 761-2126 大企業市内

京都府京都市 山科区上花山 花ノ岡町49-3 代表 瀬戸英和
クリエイトアドバンス0000019922 502-7277 中小企業市内

株式会社ケービーエス京都プロジ 京都府京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町600番地の1 代表取締役社長 守山透
0000001858 075-414-6200 中小企業市内ェクト

京都府京都市山科区大塚丹田35番地4 代表取締役 川向武徳
株式会社京津管理0000012730 594-6588 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町86番地2 代表取締役 天池淳
京阪防火設備株式会社0000002200 502-4880 中小企業市内

京都府京都市南区東九条北松ノ木町27-10 代表 姜淑恵
ケイワイオー0000023105 644-4809 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町5丁目42番地 代表取締役 佐貫將一
株式会社コーエーピービーエム0000002900 641-4661 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京冷泉町98番5 ダイコウビル3階 代表取締役 中嶋一浩
株式会社コスト0000019190 075-366-8308 中小企業市内

京都府京都市右京区西院平町7番地 代表取締役 奥野寛
株式会社コスモメンテナンス0000014001 323-2600 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝南福西町二丁目14-9 代表取締役 近藤友理香
近藤物産株式会社0000021998 332-4342 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内
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京都府京都市 伏見区横大路下三栖 辻堂町50番地 代表取締役 橋本倍幸
有限会社三美設備工業0000018136 621-4748 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津尻溝町67番地1 代表取締役 伊地知祐吉
株式会社シーエープラント0000015392 863-3300 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地の１００ 代表取締役 滋野裕子
滋野商事株式会社0000015312 881-3009 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
株式会社シティービルサービス0000001864 415-1166 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町321番 代表取締役 大賀奈津子
株式会社シンコー0000009780 671-5733 中小企業市内

京都府京都市中京区衣棚通夷川下ル竪大恩寺町735番2 代表取締役 新正義
株式会社新生商会0000000921 222-0415 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地100 代表取締役 滋野好史
株式会社浄美社0000004045 871-3623 大企業市内

京都府京都市右京区西院月双町33番地 代表取締役 鈴木明廣
株式会社鈴木メンテナンス0000001209 311-3888 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町33番地 鈴木メンテナンスビル３Ｆ 代表取締役 鈴木貴美江
株式会社鈴建0000020903 311-3951 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地の5 代表取締役 高下仁史
株式会社タカシタ消防0000002546 593-0119 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝沓掛町15番地の112 代表取締役 福本凡人
高塚管理サービス株式会社0000014710 333-0501 中小企業市内

京都府京都市上京区七本松通今小路下ル末之口町４３７番地１１ 代表取締役 瀧葉良男
タキバ電機株式会社0000002059 463-8864 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨宮崎町1番地の26 代表取締役 山本紘士
株式会社タクミサービス0000003647 466-5100 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生東土居ノ内町30番地3 代表取締役 谷口實
株式会社谷口電設0000019899 205-3377 中小企業市内

京都府京都市右京区花園扇野町37番地 代表取締役 森本光月
株式会社大興設備開発0000003803 803-0507 中小企業市内

京都府京都市上京区今出川通烏丸東入上る相国寺門前町637番地 代表取締役 八田聡
株式会社大晋サービス0000004684 241-0678 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上花田町23番地の2 代表取締役 拝師知行
株式会社大同0000001228 311-7108 中小企業市内

京都府京都市西京区桂上野中町249番地 代表取締役 小澤徳也
大同興業株式会社0000001815 392-2440 中小企業市内
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京都府京都市南区吉祥院池ノ内町83番地 代表取締役 栩谷泰輝
大和電設工業株式会社0000003151 672-3311 中小企業市内

京都府京都市 西京区山田 畑田町13番地2 ＥＸＥ２ １Ｆ 代表取締役 奥田英彰
株式会社チームアシスト0000018721 382-0055 中小企業市内

京都府京都市 伏見区横大路下三栖 里ノ内33番地1 代表取締役 田中善和
株式会社チームクオリティ0000018261 623-4060 中小企業市内

京都府京都市右京区西院清水町65番地の4 代表取締役 吉川心太郎
株式会社中央保健工業社0000008135 315-2340 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町53 メゾンウェルス１F 代表取締役 舩井渉
長栄ビルサービス株式会社0000009565 365-3070 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極大門町24番地1 代表取締役 隠岐徹
株式会社ＴＳエンジニアリング0000001192 312-3900 中小企業市内

ティー・エス・ケー・ファシリテ 京都府京都市上京区下長者町通小川西入鷹司町62 代表取締役 乗松良徳
0000022042 431-6141 中小企業市内ィーズ株式会社

京都府京都市左京区北白川西伊織町１４ 代表取締役 石田博喜
株式会社電竜社0000003652 781-3048 中小企業市内

京都府京都市右京区西院上今田町1番地 代表取締役 中村嘉治
有限会社 登喜防災0000020895 874-5439 中小企業市内

京都府京都市左京区仁王門通新東洞院東入新東洞院町284 中井和夫
中井住宅設備0000010009 761-0379 中小企業市内

京都府京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町121番地の3 代表取締役 中川淳
株式会社中川工業所0000001989 461-2305 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津堤下町６番地 代表取締役 西田博一
株式会社西田電機商会0000007109 881-0487 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽珍事町108番地10 代表取締役 廣木康臣
株式会社日建消防0000007009 581-5618 中小企業市内

ＮＩＳＳＨＡビジネスサービス株 京都府京都市中京区壬生花井町3番地 代表取締役 西田昌弘
0000016464 823-5118 中小企業市内式会社

京都府京都市中京区壬生松原町36番地の13 代表取締役 舩岡伸季
日本防火産業株式会社0000001360 314-0119 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町339番地 代表取締役 橋本昌詔
株式会社橋本工業0000003051 661-3221 中小企業市内

京都府京都市山科区御陵大津畑町16番地の6 代表取締役 西村隆一郎
株式会社東山0000010152 501-1022 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の104 代表取締役 宮前憲次
有限会社平井式ポンプ工業0000001232 311-7773 中小企業市内

京都府京都市右京区西院清水町63番地 代表取締役 深田金嗣
株式会社深田商会0000001252 312-2041 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽南柳長町９５番地 代表取締役 近藤峰治
株式会社フジクール0000004671 612-6222 中小企業市内
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京都府京都市右京区太秦和泉式部町12番地 代表取締役 川瀬貴也
扶桑管工業株式会社0000004001 861-1157 中小企業市内

京都府京都市東山区本町通七条下る本町６丁目12番地 代表取締役 菅原樅一
扶桑電機株式会社0000002314 561-9171 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京冷泉町１０８番地 代表取締役 石田洋章
マイ・スター株式会社0000023330 334-6888 中小企業市内

京都府京都市下京区天使突抜４丁目472-1 代表取締役 駒井敏孝
ＭaＱビル管理株式会社0000022636 353-7477 中小企業市内

京都府京都市右京区西院六反田町31番地4 代表取締役 藤木輝幸
株式会社丸起0000001434 323-3333 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
都総合管理株式会社0000001859 415-0001 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守順子
都テック株式会社0000009651 415-0030 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉長谷町28-10 代表 村田省三
村田電気工事0000003382 711-8050 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町32 代表取締役 中村計俊
株式会社メイワ0000016052 223-5218 中小企業市内

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス

京都府京都市左京区一乗寺葉山町15-6 代表取締役 森下征也
有限会社森真0000010531 723-0405 中小企業市内

京都府京都市下京区堀川通高辻上ル吉水町347番地 代表取締役社長 横川幸生
株式会社ヤマト商会0000008167 343-0681 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽火打形町11番地1 代表取締役 相馬孝祥
yokoiメンテック株式会社0000022257 661-1119 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島外山町25 代表取締役 垂井克生
株式会社ＲＩＤＥＮ0000022052 286-3696 中小企業市内

京都府京都市西京区御陵大枝山町６丁目11-8 代表者 高島良之助
洛陽防災設備0000001489 332-2308 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通東入ル宮垣町91-102 代表取締役 角英嗣
株式会社Ｌｅａｄ0000021773 708-5395 中小企業市内

株式会社令和テックコーポレーシ 京都府京都市山科区椥辻平田町150 代表取締役 木倉康博
0000016263 204-4880 中小企業市内ョン

京都府京都市山科区北花山寺内町31-5番 代表取締役 矢口満子
和光環境サービス株式会社0000002432 581-0714 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通り高倉東入ル観音町72-1番地 代表取締役 矢口満子
和光建物総合管理株式会社0000000917 222-0110 中小企業市内

京都府京都市中京区聚楽廻南町一番地 代表取締役 渡辺大輔
渡辺商事株式会社0000003935 841-2907 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0026 建物管理
0004 消防設備保守管理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市下京区綾小路通柳馬場東入る塩屋町60-2 ブロックMビル 代表取締役 山口勝広
株式会社ワン・ワールド0000009411 343-8100 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0026 建物管理
0005 電話・放送設備保守管理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市伏見区横大路千両松町8番地1 代表取締役 豊田南星
有限会社アイデン0000016561 200-3300 中小企業市内

京都府京都市下京区柳馬場通高辻上る万里小路町１７８番地 代表取締役 市川和男
市川電気工業株式会社0000001610 351-3992 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条西久保町3番地 石角嘉徳
イワタヤ0000009132 313-4248 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀内畑町七番地 代表取締役 岡崎満
岡崎電工株式会社0000001367 314-1158 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北大入町７２番地の１ 代表取締役 鎌谷裕介
株式会社鎌電0000001306 313-1161 中小企業市内

京セラコミュニケーションシステ 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 代表取締役社長 黒瀬善仁
0000017501 623-0311 大企業市内ム株式会社

京都府京都市下京区梅小路西中町36番地 代表取締役 森下眞理子
京都通信特機株式会社0000001420 321-6311 中小企業市内

京都府京都市伏見区石田大山町33の5 代表取締役 永木章裕
京放株式会社0000002415 573-3301 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町8丁目61番地 代表取締役 内林義治
近畿音響工業株式会社0000002874 641-2311 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺大新開町43番地の5の1 取締役 村上徹
有限会社クワット0000003390 075-712-8822 中小企業市内

京都府京都市右京区西院平町7番地 代表取締役 奥野寛
株式会社コスモメンテナンス0000014001 323-2600 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地の１００ 代表取締役 滋野裕子
滋野商事株式会社0000015312 881-3009 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地100 代表取締役 滋野好史
株式会社浄美社0000004045 871-3623 大企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝沓掛町15番地の112 代表取締役 福本凡人
高塚管理サービス株式会社0000014710 333-0501 中小企業市内

京都府京都市上京区七本松通今小路下ル末之口町４３７番地１１ 代表取締役 瀧葉良男
タキバ電機株式会社0000002059 463-8864 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨宮崎町1番地の26 代表取締役 山本紘士
株式会社タクミサービス0000003647 466-5100 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0026 建物管理
0005 電話・放送設備保守管理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区吉祥院池ノ内町83番地 代表取締役 栩谷泰輝
大和電設工業株式会社0000003151 672-3311 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町53 メゾンウェルス１F 代表取締役 舩井渉
長栄ビルサービス株式会社0000009565 365-3070 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川西伊織町１４ 代表取締役 石田博喜
株式会社電竜社0000003652 781-3048 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺坊城町28番地の1 代表取締役 伊達知正
東邦電気工業株式会社0000003816 811-3131 中小企業市内

ＮＩＳＳＨＡビジネスサービス株 京都府京都市中京区壬生花井町3番地 代表取締役 西田昌弘
0000016464 823-5118 中小企業市内式会社

京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町6番地 代表取締役 小林道治
バスコム株式会社0000007251 606-1236 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽南柳長町９５番地 代表取締役 近藤峰治
株式会社フジクール0000004671 612-6222 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通東入ル宮垣町91-102 代表取締役 角英嗣
株式会社Ｌｅａｄ0000021773 708-5395 中小企業市内

株式会社令和テックコーポレーシ 京都府京都市山科区椥辻平田町150 代表取締役 木倉康博
0000016263 204-4880 中小企業市内ョン

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0027 清掃
0001 建物清掃

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市 南区西九条 東島町17番地11 代表取締役 滝西泰勲
アーキスプランニング株式会社0000007627 693-0366 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田桶ノ井町150番地 代表取締役 皇甫樹
株式会社アールライフ0000023187 645-0039 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川重石町18番地 代表取締役 高田尚
有限会社アクア設備0000007059 724-0190 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の188 代表取締役 浅野裕一
アサノ電気工事株式会社0000020264 312-0033 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町70番地 代表取締役 鳳山春鎬
アサヒ運輸株式会社0000003117 671-3124 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師鴨川町17-4 代表取締役 竹井功
株式会社Ａｃｅｓ0000021958 874-1491 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀池上町29番地 代表取締役 荒木一誠
株式会社荒木飼料店0000002828 631-2045 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南村山町2番地 代表取締役 三浦靖
株式会社ＡＬＡＮ0000018779 681-3222 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後西町24番6号 代表取締役 中野元貴
アルテック株式会社0000023698 606-1910 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院山王町43番地2・110号 代表取締役 金本鉄守
アルファテック株式会社0000017474 090-3359-7719 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹栗栖町１５番地 アンフィニビル２階 代表取締役 松本健太
株式会社アンフィニ0000022896 366-5775 中小企業市内

（京都府）京都府京都市伏見区向島本丸町23番地9 代表取締役 小原大作
株式会社イー・スタッフ0000021981 603-7620 中小企業市内 （本部長 山下孝之）

京都府京都市 左京区田中 西樋ノ口町20番地4 代表取締役 岩田正彦
株式会社イーストエフ0000017587 724-2618 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐中山町25番地 代表取締役 中村信次
有限会社飯田工業所0000005480 572-6676 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉花園町443-1 テラスハウス5号 代表 若島佑樹
樹0000023189 203-6307 中小企業市内

有限会社イマイ・メディカル・ケ 京都府京都市左京区岩倉長谷町470番地 代表取締役 今井敦子
0000020480 721-9002 中小企業市内ア

京都府京都市西京区大枝西長町9-21 代表取締役 矢田久喜
株式会社植徳0000020441 331-9110 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺西栗栖野町194 立脇ビル33号 代表取締役 林美加
株式会社エコクリーン関西0000022903 502-2380 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0027 清掃
0001 建物清掃

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市右京区常盤下田町20番地 グランドパレスもと庄屋711 代表 小田修筰
エスプラン0000007929 873-3930 中小企業市内

京都府京都市下京区大政所町680番地1 代表社員 長谷川雄一
合同会社エリタージュ0000022878 090-7969-5610 中小企業市内

京都府京都市中京区夷川通油小路西入る西夷川町563番地 夷川ビル303号室 代表取締役 樫木麻矢
オウエン株式会社0000022269 253-6980 中小企業市内

合同会社おおきにクリーンサービ 京都府京都市山科区東野片下リ町46-4 代表社員 近藤義和
0000022512 581-2750 中小企業市内ス

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

オリックス・ファシリティーズ株 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町99番地 代表取締役 深谷健司
0000003974 841-7550 中小企業市内式会社

京都府京都市伏見区深草平田町26番地 代表取締役 藤井忍
株式会社オンリー0000010188 643-2903 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀美豆町457番地 代表取締役 土高収
かじスト株式会社0000020519 633-2839 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 山科区西野山 百々町40番地3 代表取締役 谷田光雄
カネヨシ商事株式会社0000017370 595-0039 中小企業市内 （営業開発課長 田井直紀）

京都府京都市伏見区景勝町73番地8 レジデンス甲斐101号 代表取締役 印牧裕人
上方工業株式会社0000022005 634-8513 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋門脇町3番地 代表取締役 亀山威
カメビ株式会社0000010302 075-682-5140 中小企業市内

京都府京都市南区東九条東山王町30-3 代表取締役 河村正人
株式会社河村0000006304 682-3001 中小企業市内

京都府京都市南区大宮通八条下る東寺東門前町18番地 代表取締役 田中聡一
株式会社川村商店0000003294 691-6623 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島河原田町30 代表取締役 武藤大志郎
環境テクノス株式会社0000011888 748-6766 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂前川町186番地 代表取締役 宇多孝夫
株式会社関西スポック0000009173 394-6161 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院中河原西屋敷町43番地 代表取締役 山極学
関西ビルサービス株式会社0000001363 314-0571 中小企業市内

京都府京都市左京区修学院中林町1番地 代表取締役 神田拓哉
株式会社神田設備0000003667 781-4513 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町233番地 代表取締役 横山秀昭
株式会社カンポ0000004165 933-6030 中小企業市内

キョート・パーフェクト・ガード 京都府京都市中京区河原町通竹屋町上る大文字町238番地1 エースビル302号 代表取締役 田原正基
0000020553 241-0101 中小企業市内株式会社

キョート・パラマウント・ギャラ 京都府京都市南区上鳥羽堀子町81番地4 代表取締役 三村嘉洋
0000020554 681-0005 中小企業市内ンティー株式会社
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0001 建物清掃

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市右京区西院西貝川町42番地 代表取締役 清井浩一
株式会社清井設計工務0000001229 864-7100 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町675番地の1 代表取締役 石川 哲朗
協栄ビル管理株式会社0000001114 255-0115 中小企業市内

京都府京都市下京区富小路通松原下る本上神明町450 代表取締役 岡崎善憲
株式会社共栄薬研0000001625 351-6171 大企業市内

京都府京都市伏見区石田内里町42番地の10 代表取締役 木下龍之
京都環境開発株式会社0000005691 644-7377 中小企業市内

公益財団法人きょうと京北ふるさ 京都府京都市右京区京北上弓削町段上ノ下2番地の1 理事長 久保和平
0000011992 854-8488 中小企業市内と公社

特定非営利活動法人京都高齢者福 京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町43番地 理事長 齊藤眞一
0000003150 672-3203 中小企業市内祉事業団

公益社団法人京都市シルバー人材 京都府京都市中京区西ノ京東中合町2番地 理事長 松本建次
0000003871 821-2013 中小企業市内センター

京都府京都市南区吉祥院石原東之口2番地 代表取締役 駒井栄太郎
京都食肉市場株式会社0000012678 681-8781 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎東天王町23番地6 代表取締役 山本純平
京都建物管理株式会社0000003628 771-7255 中小企業市内

株式会社京都ダイケンビルサービ 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 代表取締役 長尾正洋
0000013998 342-2611 中小企業市内ス

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター406号 代表理事 森本哲郎
京都ビルメンテナンス協同組合0000009482 314-0231 中小企業市内

京都府京都市左京区田中上柳町1番地の5 代表理事 木原繁
京都部落建設業者協同組合0000003737 791-9547 中小企業市内

京都府京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町121番地の3 取締役 中川淳
有限会社京都保全管理0000023101 462-8871 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内39番地 代表取締役 竹本和尋
株式会社京都夢産業0000020244 602-7898 中小企業市内

京都府京都市伏見区納所下野1番地 伏見納所団地7号棟504号室 末永理恵
京美総合管理0000022016 757-1554 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽角田町89番地 代表取締役 金光鐘楽
京和産業株式会社0000004528 681-5291 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町50番地 代表取締役 大田吉久
近畿環境サービス株式会社0000023154 622-3233 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺清水町15番地 代表取締役 平井輝久
近畿美装株式会社0000003588 708-1400 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極南大入町２０番地１ 代表取締役 金田俊彦
株式会社キンキ・プラミング0000007174 315-5670 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町31番地 代表取締役社長 朝田華美
近建ビル管理株式会社0000003527 761-2126 大企業市内
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京都府京都市伏見区深草飯食町829番地5 井上元治
クリーンサービス イノウエ0000009199 647-0757 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋平垣町47番地1 代表取締役 東畑泰弘
株式会社クリーンライフ0000019274 692-3830 中小企業市内

京都府京都市 山科区上花山 花ノ岡町49-3 代表 瀬戸英和
クリエイトアドバンス0000019922 502-7277 中小企業市内

有限会社グローバルメンテナンス 京都府京都市上京区土屋町通中立売下る西富仲町470番地 代表取締役 今井隆徳
0000015325 415-7233 中小企業市内工業

京都府京都市北区大宮薬師山東町１番地１２ 代表取締役 桃井裕子
有限会社ケー・アール・エム0000023346 495-7575 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚南溝町23-34 代表 管野正浩
ＫＮメンテナンス0000022637 591-7050 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺本堂山町5番2 代表取締役 秋田和宣
有限会社Ｋ・プレール0000020444 075-571-1022 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山長岡越中東町103番地の2 代表取締役 道端和之
株式会社ケイエフエス0000023637 603-3210 中小企業市内

京都府京都市左京区田中西高原町22番地の1 代表取締役 森元茂
京滋ビルサービス株式会社0000012746 721-0832 中小企業市内

京都府京都市左京区岡崎徳成町10番地の4 代表取締役 植西雅史
株式会社京阪装美0000003496 751-0425 中小企業市内

京都府京都市南区東九条北松ノ木町27-10 代表 姜淑恵
ケイワイオー0000023105 644-4809 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町5丁目42番地 代表取締役 佐貫將一
株式会社コーエーピービーエム0000002900 641-4661 中小企業市内

京都府京都市伏見区西柳町５７４ 小池和彦
小池美装0000014069 090-5139-8174 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南松ノ木町１２ 代表取締役 高岡都志次
有限会社高榮0000015398 691-4189 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草平田町29番地 代表取締役 渡邉康生
有限会社康生美装0000020752 641-1478 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀池町2番地の32 代表取締役 石井英治
株式会社コオリナ0000023227 882-1488 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山紅雪町8 代表取締役 後野政雄
株式会社三京建設0000020765 075-201-9828 中小企業市内

株式会社サンクリーンビルサービ 京都府京都市南区吉祥院這登西町21番地3 代表取締役 石橋誠
0000003256 682-6800 中小企業市内ス

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内
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京都府京都市山科区西野楳本町50番地102 代表取締役 森川耕一
株式会社三光エンジニアリング0000006513 594-3030 中小企業市内

サンセイブライトシステム株式会 京都府京都市 山科区大塚 中溝36番地1 代表取締役 萬谷安彦
0000017380 585-8585 中小企業市内社

京都府京都市 伏見区横大路下三栖 辻堂町50番地 代表取締役 橋本倍幸
有限会社三美設備工業0000018136 621-4748 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津尻溝町67番地1 代表取締役 伊地知祐吉
株式会社シーエープラント0000015392 863-3300 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地の１００ 代表取締役 滋野裕子
滋野商事株式会社0000015312 881-3009 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
株式会社シティービルサービス0000001864 415-1166 中小企業市内

京都府京都市南区東九条北松ノ木町２７番地５ 代表取締役 松本太基
株式会社シティーライフサービス0000017525 682-8989 中小企業市内

京都府京都市上京区一条通御前通西入三丁目西町15番地 代表取締役 成山在都
株式会社下田建設0000002036 463-1166 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター 代表理事 堀田政美
新京都メンテナンス業協同組合0000004639 744-1020 中小企業市内

京都府京都市中京区衣棚通夷川下ル竪大恩寺町735番2 代表取締役 新正義
株式会社新生商会0000000921 222-0415 中小企業市内

京都府京都市南区東九条北松ノ木町18番地2 代表取締役 神農光雄
シンノ工業株式会社0000020917 692-3374 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅御所山5番地4 代表取締役 高谷智雄
株式会社ジオインプレス0000016116 573-3400 中小企業市内

株式会社ジャパンファシリティー 京都府京都市中京区間之町通御池下ル綿屋町528番地 烏丸エルビル602号室 代表取締役社長 長谷川守
0000016050 212-1115 中小企業市内ズ

京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町146番地 代表取締役 廣瀬拳佑
株式会社ＪＡＰＡＮホワイト0000023613 644-6626 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院南落合町40番地1 理事長 川邊蔵祐
社会福祉法人十条龍谷会0000021286 661-4501 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地100 代表取締役 滋野好史
株式会社浄美社0000004045 871-3623 大企業市内

京都府京都市 右京区太秦 森ケ東町18番地 代表取締役 榎司
株式会社スイトピア0000018706 881-6162 中小企業市内

京都府京都市上京区小川通一条上ル革堂町586番地 代表取締役 鈴木美佐子
株式会社鈴木工業所0000001897 432-0166 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町33番地 代表取締役 鈴木明廣
株式会社鈴木メンテナンス0000001209 311-3888 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0027 清掃
0001 建物清掃

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市伏見区淀池上町174-67 代表取締役 近藤明
株式会社スマイル0000022296 633-6882 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝沓掛町15番地の112 代表取締役 福本凡人
高塚管理サービス株式会社0000014710 333-0501 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨宮崎町1番地の26 代表取締役 山本紘士
株式会社タクミサービス0000003647 466-5100 中小企業市内

京都府京都市山科区東野門口町48番地 代表取締役 竹之内米貴
竹之内運送株式会社0000002522 592-3900 中小企業市内

京都府京都市右京区花園扇野町37番地 代表取締役 森本光月
株式会社大興設備開発0000003803 803-0507 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐西大路町128番地13 代表取締役 山本勝
株式会社醍醐管理0000021026 573-7007 中小企業市内

京都府京都市上京区今出川通烏丸東入上る相国寺門前町637番地 代表取締役 八田聡
株式会社大晋サービス0000004684 241-0678 中小企業市内

京都府京都市西京区桂上野中町249番地 代表取締役 小澤徳也
大同興業株式会社0000001815 392-2440 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町32番地1 代表取締役 高野永斗
大和環境保全株式会社0000003186 681-1547 中小企業市内

京都府京都市 西京区山田 畑田町13番地2 ＥＸＥ２ １Ｆ 代表取締役 奥田英彰
株式会社チームアシスト0000018721 382-0055 中小企業市内

京都府京都市 伏見区横大路下三栖 里ノ内33番地1 代表取締役 田中善和
株式会社チームクオリティ0000018261 623-4060 中小企業市内

京都府京都市右京区西院清水町65番地の4 代表取締役 吉川心太郎
株式会社中央保健工業社0000008135 315-2340 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南石田町41番地 代表取締役 大西洋
中信興産株式会社0000001676 672-3771 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町53 メゾンウェルス１F 代表取締役 舩井渉
長栄ビルサービス株式会社0000009565 365-3070 中小企業市内

京都府京都市上京区下長者町通小川西入鷹司町62 代表取締役 中谷博
株式会社ティー・エス・ケー0000011739 431-6141 中小企業市内

京都府京都市西京区嵐山谷ケ辻子町37番 代表取締役 石井直弥
株式会社Ｔｎ0000012787 406-0469 中小企業市内

株式会社テイシンホールディング 京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町86番地 代表取締役 林伸
0000022666 602-0291 中小企業市内ス

京都府京都市北区紫野西泉堂町5番3 代表取締役 徳永一幸
株式会社トクナガ0000002164 493-1067 中小企業市内

京都府京都市上京区竹屋町通千本東入主税町827番2 代表取締役 今江等
株式会社ＮＡＯ’Ｓ0000018633 366-0899 中小企業市内
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京都府京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町121番地の3 代表取締役 中川淳
株式会社中川工業所0000001989 461-2305 中小企業市内

京都府京都市北区西賀茂南大栗町32番地 代表取締役 中村裕也
中村美装株式会社0000007240 494-3322 中小企業市内

京都府京都市伏見区向島本丸町11-1 西村崇
ニシムラ0000022280 600-2476 中小企業市内

ＮＩＳＳＨＡビジネスサービス株 京都府京都市中京区壬生花井町3番地 代表取締役 西田昌弘
0000016464 823-5118 中小企業市内式会社

京都府京都市右京区西院西今田町5番地 代表取締役 野崎浩
日本清装株式会社0000001240 311-9277 中小企業市内

京都府京都市下京区東塩小路町606番地 三旺京都駅前ビル４Ｆ 代表取締役 前田秀人
日本プライムサービス株式会社0000021978 777-2182 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南河辺町２９番地１７ 岡田典之
ハウスブライトプロ0000022865 090-3706-3388 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島河原田町30 代表取締役 武藤梢
株式会社葉月0000020794 634-6452 中小企業市内

京都府京都市上京区七本松通中立売下ル三軒町77番地 代表取締役 樋口隆三
樋口造園株式会社0000002010 462-1385 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草神明講谷町29番地 代表取締役 平山英拡
株式会社HIRAYAMA0000013703 643-0400 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院中河原里西町30の3 取締役 廣瀬正典
有限会社ひろせ美装0000022583 315-1854 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 北松ノ木町39-2 代表取締役 北井繁行
株式会社美翔管財0000019241 694-3333 中小企業市内

京都府京都市 下京区栄町518 代表取締役 堀田真由美
株式会社Ｂｉｇクリーン0000018228 708-6884 中小企業市内

京都府京都市山科区椥辻中在家町28-51 代表取締役 金村厚紀
株式会社Ｂｅｙｏｎｄ0000023210 644-5876 中小企業市内

京都府京都市伏見区向島二ノ丸町３８７番地 代表取締役 皇甫栄
株式会社ファースト0000023126 604-1110 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋高田町3番地5 エフジェイビル1Ｆ 代表取締役 上田領子
有限会社富士コーポレーション0000009342 681-8673 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内本町6番地2 代表取締役 山下耕平
双葉メンテナンス工業株式会社0000001333 313-4667 中小企業市内

京都府京都市北区紫野西御所田町9-1 代表取締役 吉田創一
株式会社フラットエージェンシー0000009623 431-0669 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京勧学院町1番地38 代表取締役 中川和将
株式会社プラス0000022514 823-3751 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス
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京都府京都市 南区吉祥院中河原 里北町37番地 代表取締役 田中隆次
株式会社堀田0000020936 754-6620 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽中円面田町2番地 代表取締役 藤川理恵
株式会社マークリー0000023151 632-9525 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京冷泉町１０８番地 代表取締役 石田洋章
マイ・スター株式会社0000023330 334-6888 中小企業市内

京都府京都市下京区天使突抜４丁目472-1 代表取締役 駒井敏孝
ＭaＱビル管理株式会社0000022636 353-7477 中小企業市内

京都府京都市右京区西院六反田町31番地4 代表取締役 藤木輝幸
株式会社丸起0000001434 323-3333 中小企業市内

京都府京都市下京区猪熊通木津屋橋下る金換町106番地 代表取締役 山元孝信
株式会社美津和商会0000008846 351-5408 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
都総合管理株式会社0000001859 415-0001 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守順子
都テック株式会社0000009651 415-0030 中小企業市内

京都府京都市 伏見区深草 キトロ町30番地12 代表取締役 岡本秀巳
株式会社都ハウジング0000018765 643-3191 中小企業市内

京都府京都市下京区三ノ宮町通上ノ口下る高宮町232番地1 理事長 駒井せつ
特定非営利活動法人無門社0000018751 351-4200 中小企業市内

京都府京都市左京区高野清水町136番地 代表社員 大柿崇
合同会社ＭＡＫＥ‐ＯＮＥ0000023574 746-2154 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町32 代表取締役 中村計俊
株式会社メイワ0000016052 223-5218 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂宮ノ後町27番地6 代表取締役 森山英一
有限会社 森研0000016034 394-5300 中小企業市内

京都府京都市西京区松尾東ノ口町１８‐９ 山下俊彦
山彦造園0000022872 394-3487 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀宝蔵町28-1 代表取締役 廣田延夫
株式会社夢工房0000015389 311-0362 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草向ヶ原90-36 代表取締役 日山鍾基
ライズ清掃株式会社0000022607 646-0900 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂北村町271 代表取締役 米山淳史
ライマー株式会社0000021621 874-2109 中小企業市内

特定非営利活動法人らくさいけあ 京都府京都市 西京区大原野東境谷町2-5-9 洛西センタービル 理事 永井正俊
0000019248 333-5802 中小企業市内ーねっと

京都府京都市西京区桂巽町60番地 代表取締役 荒木薫
洛西興業株式会社0000001797 391-4813 中小企業市内

京都府京都市伏見区日野谷寺町23番地13 代表取締役 中川昭之
有限会社ＬＵＣＫ0000022285 090-3039-0210 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0027 清掃
0001 建物清掃

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市中京区西ノ京塚本町10 代表取締役 門田豪万
有限会社ランバート0000009869 821-2479 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通東入ル宮垣町91-102 代表取締役 角英嗣
株式会社Ｌｅａｄ0000021773 708-5395 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂津ノ国町６番地１２ 代表社員 松尾幸治
合同会社ＲＥＡＬ・ＦＯＲＣＥ0000023381 080-5631-6000 中小企業市内

特定非営利活動法人ワーク＆ホー 京都府京都市左京区浄土寺南田町22番地の15 理事長 大野木一彦
0000022597 708-3150 中小企業市内ム

京都府京都市山科区北花山寺内町31-5番 代表取締役 矢口満子
和光環境サービス株式会社0000002432 581-0714 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通り高倉東入ル観音町72-1番地 代表取締役 矢口満子
和光建物総合管理株式会社0000000917 222-0110 中小企業市内

（京都府）京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番地の2 代表取締役 村田清和
ワタキューセイモア株式会社0000004310 0774-82-5101 中小企業市内

（支店長 奥山剛治）

京都府京都市山科区音羽沢町18番地の1 代表取締役 渡邉喜久子
株式会社ワタナベ美装0000002479 591-1721 中小企業市内

京都府京都市下京区綾小路通柳馬場東入る塩屋町60-2 ブロックMビル 代表取締役 山口勝広
株式会社ワン・ワールド0000009411 343-8100 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0027 清掃
0002 公園等清掃

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄向田町6番地 代表取締役 馬場崎孝誠
アーバンテック株式会社0000001383 314-8181 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田桶ノ井町150番地 代表取締役 皇甫樹
株式会社アールライフ0000023187 645-0039 中小企業市内

京都府京都市右京区京北下弓削町中川原1番地の8 代表取締役 青木健治
株式会社青木建設埀見造園0000011982 854-0225 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦三尾町1番地の19 代表取締役 青木恒雄
株式会社青木農園0000005444 463-7182 中小企業市内

京都府京都市左京区静市市原町440-13 代表取締役 堀切謙一郎
株式会社青山造園0000003386 754-8407 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川重石町18番地 代表取締役 高田尚
有限会社アクア設備0000007059 724-0190 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の188 代表取締役 浅野裕一
アサノ電気工事株式会社0000020264 312-0033 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町70番地 代表取締役 鳳山春鎬
アサヒ運輸株式会社0000003117 671-3124 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町403番地1 代表取締役 奥村克彦
アシストカンポ株式会社0000014712 931-6666 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師鴨川町17-4 代表取締役 竹井功
株式会社Ａｃｅｓ0000021958 874-1491 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀池上町29番地 代表取締役 荒木一誠
株式会社荒木飼料店0000002828 631-2045 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨鳥居本仏餉田町4番地 代表取締役 津田幸広
有限会社嵐山造園0000004013 882-7354 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南村山町2番地 代表取締役 三浦靖
株式会社ＡＬＡＮ0000018779 681-3222 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院山王町43番地2・110号 代表取締役 金本鉄守
アルファテック株式会社0000017474 090-3359-7719 中小企業市内

京都府京都市 左京区田中 西樋ノ口町20番地4 代表取締役 岩田正彦
株式会社イーストエフ0000017587 724-2618 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市北区小山東元町14番地の1 代表取締役 石本晃士
株式会社石武造園0000002089 491-0141 中小企業市内

京都府京都市伏見区小栗栖中山田町15番地24 代表 石田勇
石田造園0000021035 606-1550 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉花園町443-1 テラスハウス5号 代表 若島佑樹
樹0000023189 203-6307 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通河原町東入樋の口町464 代表取締役 茨木正
株式会社茨木春草園0000005176 211-3418 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0027 清掃
0002 公園等清掃

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市左京区岩倉三宅町249番地12 代表取締役 皆川司
植司株式会社0000022062 711-3690 中小企業市内

京都府京都市左京区高野蓼原町71番地 代表取締役 植田直樹
株式会社植田建設工業0000003406 721-3355 中小企業市内

京都府京都市右京区山越中町13番地 代表取締役 佐野晋一
株式会社植藤造園0000004047 871-4202 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西長町9-21 代表取締役 矢田久喜
株式会社植徳0000020441 331-9110 中小企業市内

京都府京都市伏見区石田大受町9-71 代表取締役 津田敏夫
有限会社植初造園土木0000002371 571-7577 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西長町10番地16 代表取締役 大藪清治
株式会社植治造園0000001446 331-0137 中小企業市内

京都府京都市左京区鹿ヶ谷西寺ノ前町45番地 代表取締役社長 加藤友規
植彌加藤造園株式会社0000003598 771-3052 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨宮崎町1-30 代表取締役 寺嵜幸雄
有限会社植泰0000003442 722-6251 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦一ノ井町17番地の2 代表取締役 井上勝裕
株式会社植芳造園0000004014 861-2880 中小企業市内

京都府京都市西京区大原野上里紅葉町3の9 代表取締役 田中孝
株式会社右京野造園0000001473 331-4137 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺西栗栖野町194 立脇ビル33号 代表取締役 林美加
株式会社エコクリーン関西0000022903 502-2380 中小企業市内

京都府京都市北区西賀茂今原町2番地の5 代表取締役 小林雄介
エコテック株式会社0000009141 492-6122 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川重石町18番地 取締役 北門優樹
有限会社えびす建設0000005419 706-6696 中小企業市内

京都府京都市下京区大政所町680番地1 代表社員 長谷川雄一
合同会社エリタージュ0000022878 090-7969-5610 中小企業市内

京都府京都市中京区夷川通油小路西入る西夷川町563番地 夷川ビル303号室 代表取締役 樫木麻矢
オウエン株式会社0000022269 253-6980 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

京都府京都市右京区常盤馬塚町16番地 代表取締役 大平健三
株式会社大平造園0000004038 871-2308 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝沓掛町13-84-309 代表取締役 大村義之
有限会社大村工務店0000003675 634-3339 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂東居町33番地 代表取締役 大八木克也
有限会社大八木造園土木0000016238 391-3335 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
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0002 公園等清掃

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区唐橋高田町29番地の10 代表取締役 岡田利夫
株式会社岡田造園0000003307 691-8340 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草平田町26番地 代表取締役 藤井忍
株式会社オンリー0000010188 643-2903 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀美豆町457番地 代表取締役 土高収
かじスト株式会社0000020519 633-2839 中小企業市内

京都府京都市右京区花園伊町11番地 代表取締役 加藤公代
株式会社加藤造園0000002055 463-7110 中小企業市内

京都府京都市伏見区景勝町73番地8 レジデンス甲斐101号 代表取締役 印牧裕人
上方工業株式会社0000022005 634-8513 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋門脇町3番地 代表取締役 亀山威
カメビ株式会社0000010302 075-682-5140 中小企業市内

京都府京都市北区鷹峯土天井町41 代表取締役 川勝量寿
株式会社 川勝造園0000012733 491-2828 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山与五郎町1番地の204 代表取締役 川並哲雄
株式会社かわなみ緑花園0000002701 0774-22-8582 中小企業市内

京都府京都市西京区松尾上ノ山町18番地 代表取締役 河原多加男
株式会社河原勝庭園0000006576 381-7327 中小企業市内

京都府京都市西京区松尾井戸町37番地の1 代表取締役 河原英昌
株式会社河原造園0000001756 381-3036 中小企業市内

京都府京都市南区東九条東山王町30-3 代表取締役 河村正人
株式会社河村0000006304 682-3001 中小企業市内

京都府京都市南区大宮通八条下る東寺東門前町18番地 代表取締役 田中聡一
株式会社川村商店0000003294 691-6623 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島河原田町30 代表取締役 武藤大志郎
環境テクノス株式会社0000011888 748-6766 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅甲ノ辻町76番地 代表取締役 富田治人
有限会社関厚運輸0000002187 501-1616 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂前川町186番地 代表取締役 宇多孝夫
株式会社関西スポック0000009173 394-6161 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町233番地 代表取締役 横山秀昭
株式会社カンポ0000004165 933-6030 中小企業市内

キョート・パーフェクト・ガード 京都府京都市中京区河原町通竹屋町上る大文字町238番地1 エースビル302号 代表取締役 田原正基
0000020553 241-0101 中小企業市内株式会社

キョート・パラマウント・ギャラ 京都府京都市南区上鳥羽堀子町81番地4 代表取締役 三村嘉洋
0000020554 681-0005 中小企業市内ンティー株式会社

京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町675番地の1 代表取締役 石川 哲朗
協栄ビル管理株式会社0000001114 255-0115 中小企業市内

京都府京都市西京区桂河田町204番地 代表取締役 大原一輝
株式会社京緑大原0000017511 754-6650 中小企業市内

ZIP179
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代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市伏見区石田内里町42番地の10 代表取締役 木下龍之
京都環境開発株式会社0000005691 644-7377 中小企業市内

公益財団法人きょうと京北ふるさ 京都府京都市右京区京北上弓削町段上ノ下2番地の1 理事長 久保和平
0000011992 854-8488 中小企業市内と公社

京都府京都市 中京区壬生 仙念町30 京都市地域リハビリテーション推進センター１F 理事長 加藤博史
社会福祉法人京都光彩の会0000001364 813-0501 中小企業市内

特定非営利活動法人京都高齢者福 京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町43番地 理事長 齊藤眞一
0000003150 672-3203 中小企業市内祉事業団

有限会社京都産業クリエイティブ 京都府京都市東山区新門前通大和大路東入四丁目松原町294番地 祇園荘2Ｆ 取締役 安田茂樹
0000001972 551-7677 中小企業市内センター

公益社団法人京都市シルバー人材 京都府京都市中京区西ノ京東中合町2番地 理事長 松本建次
0000003871 821-2013 中小企業市内センター

京都府京都市左京区花脊八桝町250番地 理事長 中野三郎
公益財団法人京都市森林文化協会0000016775 746-0439 中小企業市内

京都府京都市 山科区上野 御所ノ内町16番地の10 代表取締役 山田哲士
京都シティ開発株式会社0000017582 501-2702 中小企業市内

京都府京都市東山区円山町463番地 理事長 森本幸裕
公益財団法人京都市都市緑化協会0000020562 561-1350 中小企業市内

京都府京都市北区大宮土居町2-14 代表理事 川勝正彦
一般社団法人京都森林整備隊0000019299 494-0070 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚高岩6番地34 代表取締役 前田大介
株式会社京都造園0000002521 592-3848 中小企業市内

京都府京都市中京区室町通夷川上ル鏡屋町50番地の5 代表理事 井上準二
京都土木協同組合0000005257 231-7976 中小企業市内

京都府京都市西京区大原野小塩町193番地の1 代表理事 辻本覚雄
京都西山建設業協同組合0000001471 331-3788 中小企業市内

特定非営利活動法人京都発・竹・ 京都府京都市 西京区大原野 小塩町７３番地１ 理事長 吉田博次
0000020497 090-5057-3780 中小企業市内流域環境ネット

京都府京都市左京区田中上柳町1番地の5 代表理事 木原繁
京都部落建設業者協同組合0000003737 791-9547 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内39番地 代表取締役 竹本和尋
株式会社京都夢産業0000020244 602-7898 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽角田町89番地 代表取締役 金光鐘楽
京和産業株式会社0000004528 681-5291 中小企業市内

京都府京都市北区大宮薬師山東町20番地の3 代表取締役 清瀬弘弥
株式会社清瀬産業0000002145 492-4635 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺清水町15番地 代表取締役 平井輝久
近畿美装株式会社0000003588 708-1400 中小企業市内

京都府京都市西京区桂河田町204 中川倉庫Ｄ号室 代表取締役 草木悠介
株式会社草木造園0000023680 925-8942 中小企業市内
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京都府京都市 山科区上花山 花ノ岡町49-3 代表 瀬戸英和
クリエイトアドバンス0000019922 502-7277 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師菱川町628番地1 代表取締役 黒川泰道
有限会社黒川造園土木0000015165 933-9318 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町50-2 代表取締役 星山邦彦
株式会社グリーンテクノ0000021034 605-1188 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺本堂山町5番2 代表取締役 秋田和宣
有限会社Ｋ・プレール0000020444 075-571-1022 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山長岡越中東町103番地の2 代表取締役 道端和之
株式会社ケイエフエス0000023637 603-3210 中小企業市内

京都府京都市 右京区京北 鳥居町 昇尾5-2 代表理事 井口和司
京北木材業協同組合0000019852 853-0908 中小企業市内

京都府京都市南区東九条北松ノ木町27-10 代表 姜淑恵
ケイワイオー0000023105 644-4809 中小企業市内

京都府京都市西京区大原野上羽町264番地 代表取締役 向井公二
株式会社向建0000006656 335-2223 中小企業市内

京都府京都市左京区田中西樋ノ口町40番地の3 代表取締役 神農覚
有限会社甲神建設0000006151 701-3253 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽奈須野町33番地 代表取締役 豊川了政
有限会社光竜建設0000005315 681-8605 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀池町2番地の32 代表取締役 石井英治
株式会社コオリナ0000023227 882-1488 中小企業市内

京都府京都市西京区松尾大利町54番地 代表取締役 小島裕史
株式会社小島庭園工務所0000001757 381-3101 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂二軒家町7番地 代表取締役 小鷹照幸
株式会社小鷹造園0000016616 706-8302 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉東宮田町9 代表取締役 杉本眞弓
株式会社小林工務店0000003405 721-3344 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹西野山東町36番地の1 代表取締役 小林大祐
株式会社小林造園0000002110 491-4256 中小企業市内

京都府京都市西京区大原野北春日町1064番地 代表取締役 齋藤隆太
株式会社サイシン総合作業0000012830 331-0854 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽川端町44番地1 代表者 齊田有記
斉田工業0000021955 756-8156 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉南河原町159番地 代表取締役 斉藤一枝
株式会社斉藤工務店0000003703 791-0109 中小企業市内

京都府京都市西京区大原野北春日町339番地の3 代表取締役 斉藤貴博
株式会社斉藤造園0000001482 331-9081 中小企業市内

京都府京都市 西京区大枝南福西町 三丁目11番地12 代表取締役 吉村正美
株式会社嵯峨山園0000019195 331-6851 中小企業市内
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京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市山科区北花山中道町52-10 事業主 里山政喜
里山造園0000021501 501-3924 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山紅雪町8 代表取締役 後野政雄
株式会社三京建設0000020765 075-201-9828 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内

京都府京都市 伏見区横大路下三栖 辻堂町50番地 代表取締役 橋本倍幸
有限会社三美設備工業0000018136 621-4748 中小企業市内

京都府京都市山科区小山南溝町60番地 代表取締役 荒井永東
三和地建株式会社0000005592 594-5503 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地の１００ 代表取締役 滋野裕子
滋野商事株式会社0000015312 881-3009 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
株式会社シティービルサービス0000001864 415-1166 中小企業市内

京都府京都市南区東九条北松ノ木町２７番地５ 代表取締役 松本太基
株式会社シティーライフサービス0000017525 682-8989 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅中小路町65番地の15 代表取締役 馬場博幸
しのぶや造園株式会社0000002411 573-1284 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦三尾町1番地296 代表取締役 佐々木勝也
株式会社紫峰園0000004661 203-0562 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市北区大宮上ノ岸町2番地5 代表取締役 川崎泰大
株式会社象工舎0000020934 755-6552 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター 代表理事 堀田政美
新京都メンテナンス業協同組合0000004639 744-1020 中小企業市内

京都府京都市中京区衣棚通夷川下ル竪大恩寺町735番2 代表取締役 新正義
株式会社新生商会0000000921 222-0415 中小企業市内

京都府京都市南区東九条北松ノ木町18番地2 代表取締役 神農光雄
シンノ工業株式会社0000020917 692-3374 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草大亀谷東寺町51番地 理事長 大藪健司
社会福祉法人深緑会0000021061 645-6530 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀池上町150番地の5 代表取締役 北場伸
有限会社伸和建設工業0000002844 631-4860 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅御所山5番地4 代表取締役 高谷智雄
株式会社ジオインプレス0000016116 573-3400 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地100 代表取締役 滋野好史
株式会社浄美社0000004045 871-3623 大企業市内
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京都府京都市右京区嵯峨苅分町17番地 代表取締役 山下雄一郎
株式会社鈴木庭園0000004015 861-2903 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町33番地 代表取締役 鈴木明廣
株式会社鈴木メンテナンス0000001209 311-3888 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町42-2 代表取締役 須田肇
株式会社須田群勝園0000022064 312-3303 中小企業市内

京都府京都市山科区小山鎮守町13番地1 代表取締役 住井脩
株式会社スミイ造園0000002518 592-2680 中小企業市内

京都府京都市北区大北山原谷乾町255-6 代表取締役 曽根将郎
株式会社曽根造園0000002024 462-6058 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉花園町284番地1 ウイングプラザ284-1Ｆ 代表取締役 助田朋英
造園ねはる株式会社0000019165 203-5517 中小企業市内

京都府京都市 山科区音羽 乙出町9-1 東久生
造園ひがし0000019965 594-3497 中小企業市内

京都府京都市北区大宮釈迦谷4番地28 代表取締役 枡田憲男
株式会社造園マスダ0000022557 492-0828 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院西町18 代表取締役 高石正弘
株式会社高石造園土木0000003508 751-1717 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨宮崎町1番地の26 代表取締役 山本紘士
株式会社タクミサービス0000003647 466-5100 中小企業市内

京都府京都市山科区東野門口町48番地 代表取締役 竹之内米貴
竹之内運送株式会社0000002522 592-3900 中小企業市内

京都府京都市伏見区向島吹田河原町22番地 代表取締役 玉井喜美子
株式会社玉井造園0000002718 611-6715 中小企業市内

京都府京都市左京区田中里ノ内町45の1 代表取締役 石岡寛一
株式会社大幸造園0000003338 701-5631 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐西大路町128番地13 代表取締役 山本勝
株式会社醍醐管理0000021026 573-7007 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草新門丈町215番地 竹田ビル3階 代表取締役 大原浩起
大伸株式会社0000019751 645-0011 中小企業市内

京都府京都市上京区今出川通烏丸東入上る相国寺門前町637番地 代表取締役 八田聡
株式会社大晋サービス0000004684 241-0678 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町32番地1 代表取締役 高野永斗
大和環境保全株式会社0000003186 681-1547 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺閑林寺85番地1 代表取締役 吉野由利子
株式会社ちきりやガーデン0000002341 571-1500 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路畔ノ内102番地11 代表取締役 山本忠司
株式会社忠英建設0000001349 605-4897 中小企業市内
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京都府京都市右京区西院清水町65番地の4 代表取締役 吉川心太郎
株式会社中央保健工業社0000008135 315-2340 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町53 メゾンウェルス１F 代表取締役 舩井渉
長栄ビルサービス株式会社0000009565 365-3070 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町243番地 代表取締役 後藤宜志
テックス・カンポ株式会社0000016051 933-1111 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐辰巳町22番地の1 代表取締役 木下宣実
東環ネクスト株式会社0000002825 606-1432 中小企業市内

京都府京都市南区久世上久世町401-6 山内義孝
東桂園0000012668 931-0846 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽奈須野町33番地 代表取締役 豊川皇司
豊川工業株式会社0000003038 661-2272 中小企業市内

有限会社堂坂ジェットクリーナー 京都府京都市伏見区桃山町養斉２５番地の１７ 代表取締役 堂坂泰稔
0000002795 622-2794 中小企業市内工業

京都府京都市上京区竹屋町通千本東入主税町827番2 代表取締役 今江等
株式会社ＮＡＯ’Ｓ0000018633 366-0899 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦一ノ井町32番地の51 代表取締役 中山徹
株式会社中山造園0000006539 872-9077 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前登り町41番地1 代表取締役 永井正文
永井造園株式会社0000004012 861-2386 中小企業市内

京都府京都市伏見区黒茶屋町631番地9 代表理事 大隈弘幸
西三条建設業協同組合0000003884 365-5030 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅中小路町50番地1 代表取締役 西田秀一
西田建設工業株式会社0000013860 571-8892 中小企業市内

京都府京都市西京区大原野小塩町842番地 代表取締役 西村正嗣
西山グリーン株式会社0000001457 332-5368 中小企業市内

京都府京都市山科区上花山久保町34番地 代表取締役 今西信一
日経造園株式会社0000002566 593-7911 中小企業市内

ＮＩＳＳＨＡビジネスサービス株 京都府京都市中京区壬生花井町3番地 代表取締役 西田昌弘
0000016464 823-5118 中小企業市内式会社

京都府京都市左京区松ヶ崎久土町4-1 グレース松ヶ崎509号 代表取締役 上田三佳
日本情報通信株式会社0000019995 721-7888 中小企業市内

京都府京都市下京区東塩小路町606番地 三旺京都駅前ビル４Ｆ 代表取締役 前田秀人
日本プライムサービス株式会社0000021978 777-2182 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚森町16番地の7 代表取締役 野間秀行
株式会社野間造園0000002572 594-0184 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨大沢柳井手町26-6 代表取締役 野村美紀
株式会社野村造園土木0000003998 861-0662 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南河辺町２９番地１７ 岡田典之
ハウスブライトプロ0000022865 090-3706-3388 中小企業市内
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京都府京都市左京区下鴨岸本町26 所長 服部信治
服部造園研究所0000004689 781-2861 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島河原田町30 代表取締役 武藤梢
株式会社葉月0000020794 634-6452 中小企業市内

京都府京都市左京区静市市原町755番地 代表者 増田貞夫
花背造園0000005749 722-3005 中小企業市内

京都府京都市下京区大宮通五条下る二丁目堀之上町518番地 代表取締役 山田拓広
花豊造園株式会社0000001522 341-2246 中小企業市内

京都府京都市西京区大原野小塩町203番地 代表取締役 林 吾一
株式会社林造園建設工業0000001447 331-0354 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山欠ノ上町60番地の1 代表取締役 山本孝司
東山管理センター株式会社0000002510 592-0003 中小企業市内

京都府京都市上京区七本松通中立売下ル三軒町77番地 代表取締役 樋口隆三
樋口造園株式会社0000002010 462-1385 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草神明講谷町29番地 代表取締役 平山英拡
株式会社HIRAYAMA0000013703 643-0400 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院中河原里西町30の3 取締役 廣瀬正典
有限会社ひろせ美装0000022583 315-1854 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 北松ノ木町39-2 代表取締役 北井繁行
株式会社美翔管財0000019241 694-3333 中小企業市内

京都府京都市 下京区栄町518 代表取締役 堀田真由美
株式会社Ｂｉｇクリーン0000018228 708-6884 中小企業市内

京都府京都市山科区椥辻中在家町28-51 代表取締役 金村厚紀
株式会社Ｂｅｙｏｎｄ0000023210 644-5876 中小企業市内

京都府京都市伏見区向島二ノ丸町３８７番地 代表取締役 皇甫栄
株式会社ファースト0000023126 604-1110 中小企業市内

京都府京都市左京区田中西樋ノ口町14番地1 代表取締役 神農水理
株式会社福本建設0000003698 781-9434 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚高岩12-101 代表取締役 森本廣一
藤廣造園株式会社0000002501 591-8550 中小企業市内

京都府京都市下京区七条御所ノ内本町6番地2 代表取締役 山下耕平
双葉メンテナンス工業株式会社0000001333 313-4667 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極橋詰町18番地 代表取締役 金山政寿
扶餘建設工業株式会社0000001291 312-8888 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京勧学院町1番地38 代表取締役 中川和将
株式会社プラス0000022514 823-3751 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市上京区荒神口通河原町東入亀屋町123番地 代表取締役 北門和紀
北辰工業株式会社0000003409 257-0505 中小企業市内
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京都府京都市北区大宮東総門口町4番地3 代表取締役 本田多賀子
株式会社本田建設0000002128 491-9315 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉中町301番地 ゴールデンガーデン岩倉３０２ 代表取締役 梅井将司
株式会社マークス0000003709 722-2577 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽中円面田町2番地 代表取締役 藤川理恵
株式会社マークリー0000023151 632-9525 中小企業市内

京都府京都市下京区天使突抜４丁目472-1 代表取締役 駒井敏孝
ＭaＱビル管理株式会社0000022636 353-7477 中小企業市内

京都府京都市右京区西院六反田町31番地4 代表取締役 藤木輝幸
株式会社丸起0000001434 323-3333 中小企業市内

京都府京都市左京区田中南西浦町50 代表取締役 村田秀範
株式会社丸虎組0000005353 701-1954 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝中山町1-257 代表取締役 萬木宣夫
株式会社萬栄建設0000005379 332-8382 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽八ノ坪8番地の22 代表取締役 水田俊宏
株式会社水田造園緑地0000002481 591-3128 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
都総合管理株式会社0000001859 415-0001 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守順子
都テック株式会社0000009651 415-0030 中小企業市内

京都府京都市下京区三ノ宮町通上ノ口下る高宮町232番地1 理事長 駒井せつ
特定非営利活動法人無門社0000018751 351-4200 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町45 代表取締役 余座正剛
村岸造園株式会社0000002863 641-1018 中小企業市内

京都府京都市左京区高野清水町136番地 代表社員 大柿崇
合同会社ＭＡＫＥ‐ＯＮＥ0000023574 746-2154 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院里ノ内町84番地 代表取締役 松本明
矢田造園建設株式会社0000003146 672-2312 中小企業市内

京都府京都市伏見区島津町113番地 代表取締役 山川和美
山川土木工業株式会社0000002742 612-8967 中小企業市内

京都府京都市西京区山田南町7番地 代表取締役 山口秋男
株式会社山口造園0000001763 381-3533 中小企業市内

京都府京都市左京区田中里ノ内町40番地 代表取締役 山崎真友美
株式会社山崎組0000003348 701-9181 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草谷口町49番地1 ロイヤルハイツ八洲2 1Ｆ 代表取締役 山田隆之
株式会社山田造園0000006466 641-9149 中小企業市内

京都府京都市西京区松尾東ノ口町１８‐９ 山下俊彦
山彦造園0000022872 394-3487 中小企業市内

京都府京都市左京区大原戸寺町285 代表取締役 西川惣一郎
有限会社ユウキ0000003437 708-8616 中小企業市内
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京都府京都市北区大宮薬師山東町20-3 代表取締役 小倉友香
株式会社雄建0000019231 492-4669 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀宝蔵町28-1 代表取締役 廣田延夫
株式会社夢工房0000015389 311-0362 中小企業市内

京都府京都市北区衣笠北高橋町8番地1 代表取締役 吉田晴彦
株式会社吉田造園0000018610 464-5226 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我御旅町2番地の86 代表取締役 吉村正雄
株式会社吉村造園0000006302 921-9687 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川下池田町145番地 代表取締役 吉村嘉博
吉村造園株式会社0000006596 721-8866 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草向ヶ原90-36 代表取締役 日山鍾基
ライズ清掃株式会社0000022607 646-0900 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂北村町271 代表取締役 米山淳史
ライマー株式会社0000021621 874-2109 中小企業市内

特定非営利活動法人らくさいけあ 京都府京都市 西京区大原野東境谷町2-5-9 洛西センタービル 理事 永井正俊
0000019248 333-5802 中小企業市内ーねっと

京都府京都市左京区田中玄京町57番地 代表取締役 神農愼吾
株式会社洛東相互建設0000003433 722-3556 中小企業市内

京都府京都市左京区静市市原町714番地の2 代表取締役 安岡幹昌
洛北運輸株式会社0000005081 721-2350 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生花井町3番地 代表取締役 河原義明
株式会社洛北造園0000002100 778-1918 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通東入ル宮垣町91-102 代表取締役 角英嗣
株式会社Ｌｅａｄ0000021773 708-5395 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂津ノ国町６番地１２ 代表社員 松尾幸治
合同会社ＲＥＡＬ・ＦＯＲＣＥ0000023381 080-5631-6000 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町88番地20 代表取締役 濱田仁
株式会社REALM0000022506 278-0164 中小企業市内

特定非営利活動法人ワーク＆ホー 京都府京都市左京区浄土寺南田町22番地の15 理事長 大野木一彦
0000022597 708-3150 中小企業市内ム

京都府京都市中京区二条通り高倉東入ル観音町72-1番地 代表取締役 矢口満子
和光建物総合管理株式会社0000000917 222-0110 中小企業市内

京都府京都市下京区綾小路通柳馬場東入る塩屋町60-2 ブロックMビル 代表取締役 山口勝広
株式会社ワン・ワールド0000009411 343-8100 中小企業市内
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京都府京都市右京区山ノ内養老町19-6 代表取締役 加藤文子
有限会社アーバンライフサービス0000007136 311-0529 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川重石町18番地 代表取締役 高田尚
有限会社アクア設備0000007059 724-0190 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師鴨川町17-4 代表取締役 竹井功
株式会社Ａｃｅｓ0000021958 874-1491 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南村山町2番地 代表取締役 三浦靖
株式会社ＡＬＡＮ0000018779 681-3222 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐中山町25番地 代表取締役 中村信次
有限会社飯田工業所0000005480 572-6676 中小企業市内

京都府京都市南区西九条豊田町７番地２ 代表取締役 佐藤博一
石原設備工業株式会社0000003143 672-1279 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉花園町443-1 テラスハウス5号 代表 若島佑樹
樹0000023189 203-6307 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 山科区大塚 丹田27番地 代表取締役 嶋田翔麻
イッツコミュニティ株式会社0000019312 592-5969 中小企業市内

（取締役 嶋田勲）

京都府京都市西京区大枝西長町9-21 代表取締役 矢田久喜
株式会社植徳0000020441 331-9110 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺西栗栖野町194 立脇ビル33号 代表取締役 林美加
株式会社エコクリーン関西0000022903 502-2380 中小企業市内

京都府京都市下京区大政所町680番地1 代表社員 長谷川雄一
合同会社エリタージュ0000022878 090-7969-5610 中小企業市内

オリックス・ファシリティーズ株 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町99番地 代表取締役 深谷健司
0000003974 841-7550 中小企業市内式会社

京都府京都市伏見区深草平田町26番地 代表取締役 藤井忍
株式会社オンリー0000010188 643-2903 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川西町83番地 代表取締役 影近寛
株式会社影近メンテ0000003524 752-0591 中小企業市内

京都府京都市伏見区景勝町73番地8 レジデンス甲斐101号 代表取締役 印牧裕人
上方工業株式会社0000022005 634-8513 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町50番地 代表取締役 大田吉久
環協株式会社0000002798 622-0100 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島河原田町30 代表取締役 武藤大志郎
環境テクノス株式会社0000011888 748-6766 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂前川町186番地 代表取締役 宇多孝夫
株式会社関西スポック0000009173 394-6161 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院中河原西屋敷町43番地 代表取締役 山極学
関西ビルサービス株式会社0000001363 314-0571 中小企業市内
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京都府京都市左京区修学院中林町1番地 代表取締役 神田拓哉
株式会社神田設備0000003667 781-4513 中小企業市内

京都府京都市右京区西院金槌町拾壱番地 代表取締役 加藤燦弘
京栄水道株式会社0000001184 311-0521 中小企業市内

京都府京都市下京区富小路通松原下る本上神明町450 代表取締役 岡崎善憲
株式会社共栄薬研0000001625 351-6171 大企業市内

京都府京都市右京区西京極畔勝町4番地の3 代表取締役 深谷嘉晴
京環メンテナンス株式会社0000006401 323-1441 中小企業市内

株式会社京都ダイケンビルサービ 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 代表取締役 長尾正洋
0000013998 342-2611 中小企業市内ス

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター406号 代表理事 森本哲郎
京都ビルメンテナンス協同組合0000009482 314-0231 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽角田町89番地 代表取締役 金光鐘楽
京和産業株式会社0000004528 681-5291 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺清水町15番地 代表取締役 平井輝久
近畿美装株式会社0000003588 708-1400 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極南大入町２０番地１ 代表取締役 金田俊彦
株式会社キンキ・プラミング0000007174 315-5670 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町31番地 代表取締役社長 朝田華美
近建ビル管理株式会社0000003527 761-2126 大企業市内

京都府京都市 山科区上花山 花ノ岡町49-3 代表 瀬戸英和
クリエイトアドバンス0000019922 502-7277 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺本堂山町5番2 代表取締役 秋田和宣
有限会社Ｋ・プレール0000020444 075-571-1022 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山長岡越中東町103番地の2 代表取締役 道端和之
株式会社ケイエフエス0000023637 603-3210 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚丹田35番地4 代表取締役 川向武徳
株式会社京津管理0000012730 594-6588 中小企業市内

京都府京都市南区東九条北松ノ木町27-10 代表 姜淑恵
ケイワイオー0000023105 644-4809 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町5丁目42番地 代表取締役 佐貫將一
株式会社コーエーピービーエム0000002900 641-4661 中小企業市内

京都府京都市右京区西院平町7番地 代表取締役 奥野寛
株式会社コスモメンテナンス0000014001 323-2600 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山紅雪町8 代表取締役 後野政雄
株式会社三京建設0000020765 075-201-9828 中小企業市内

株式会社サンクリーンビルサービ 京都府京都市南区吉祥院這登西町21番地3 代表取締役 石橋誠
0000003256 682-6800 中小企業市内ス

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内
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京都府京都市山科区西野楳本町50番地102 代表取締役 森川耕一
株式会社三光エンジニアリング0000006513 594-3030 中小企業市内

サンセイブライトシステム株式会 京都府京都市 山科区大塚 中溝36番地1 代表取締役 萬谷安彦
0000017380 585-8585 中小企業市内社

京都府京都市 伏見区横大路下三栖 辻堂町50番地 代表取締役 橋本倍幸
有限会社三美設備工業0000018136 621-4748 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津尻溝町67番地1 代表取締役 伊地知祐吉
株式会社シーエープラント0000015392 863-3300 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地の１００ 代表取締役 滋野裕子
滋野商事株式会社0000015312 881-3009 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
株式会社シティービルサービス0000001864 415-1166 中小企業市内

京都府京都市南区東九条北松ノ木町２７番地５ 代表取締役 松本太基
株式会社シティーライフサービス0000017525 682-8989 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市中京区衣棚通夷川下ル竪大恩寺町735番2 代表取締役 新正義
株式会社新生商会0000000921 222-0415 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅御所山5番地4 代表取締役 高谷智雄
株式会社ジオインプレス0000016116 573-3400 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地100 代表取締役 滋野好史
株式会社浄美社0000004045 871-3623 大企業市内

京都府京都市上京区小川通一条上ル革堂町586番地 代表取締役 鈴木美佐子
株式会社鈴木工業所0000001897 432-0166 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町33番地 代表取締役 鈴木明廣
株式会社鈴木メンテナンス0000001209 311-3888 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町33番地 鈴木メンテナンスビル３Ｆ 代表取締役 鈴木貴美江
株式会社鈴建0000020903 311-3951 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝沓掛町15番地の112 代表取締役 福本凡人
高塚管理サービス株式会社0000014710 333-0501 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨宮崎町1番地の26 代表取締役 山本紘士
株式会社タクミサービス0000003647 466-5100 中小企業市内

京都府京都市山科区東野門口町48番地 代表取締役 竹之内米貴
竹之内運送株式会社0000002522 592-3900 中小企業市内

京都府京都市右京区花園扇野町37番地 代表取締役 森本光月
株式会社大興設備開発0000003803 803-0507 中小企業市内

京都府京都市上京区今出川通烏丸東入上る相国寺門前町637番地 代表取締役 八田聡
株式会社大晋サービス0000004684 241-0678 中小企業市内
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京都府京都市西京区桂上野中町249番地 代表取締役 小澤徳也
大同興業株式会社0000001815 392-2440 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町32番地1 代表取締役 高野永斗
大和環境保全株式会社0000003186 681-1547 中小企業市内

京都府京都市 西京区山田 畑田町13番地2 ＥＸＥ２ １Ｆ 代表取締役 奥田英彰
株式会社チームアシスト0000018721 382-0055 中小企業市内

京都府京都市 伏見区横大路下三栖 里ノ内33番地1 代表取締役 田中善和
株式会社チームクオリティ0000018261 623-4060 中小企業市内

京都府京都市右京区西院清水町65番地の4 代表取締役 吉川心太郎
株式会社中央保健工業社0000008135 315-2340 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町53 メゾンウェルス１F 代表取締役 舩井渉
長栄ビルサービス株式会社0000009565 365-3070 中小企業市内

ティー・エス・ケー・ファシリテ 京都府京都市上京区下長者町通小川西入鷹司町62 代表取締役 乗松良徳
0000022042 431-6141 中小企業市内ィーズ株式会社

株式会社ディゴン・クリーン・サ 京都府京都市山科区音羽前出町4番地5 代表取締役 藤井博義
0000021600 581-3355 中小企業市内ービス

京都府京都市北区紫野西泉堂町5番3 代表取締役 徳永一幸
株式会社トクナガ0000002164 493-1067 中小企業市内

京都府京都市上京区竹屋町通千本東入主税町827番2 代表取締役 今江等
株式会社ＮＡＯ’Ｓ0000018633 366-0899 中小企業市内

京都府京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町121番地の3 代表取締役 中川淳
株式会社中川工業所0000001989 461-2305 中小企業市内

京都府京都市右京区西院西今田町5番地 代表取締役 野崎浩
日本清装株式会社0000001240 311-9277 中小企業市内

京都府京都市南区西九条菅田町29番地 代表取締役 向井正明
日本設備工業株式会社0000003255 682-5152 中小企業市内

京都府京都市下京区東塩小路町606番地 三旺京都駅前ビル４Ｆ 代表取締役 前田秀人
日本プライムサービス株式会社0000021978 777-2182 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南河辺町２９番地１７ 岡田典之
ハウスブライトプロ0000022865 090-3706-3388 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町339番地 代表取締役 橋本昌詔
株式会社橋本工業0000003051 661-3221 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島河原田町30 代表取締役 武藤梢
株式会社葉月0000020794 634-6452 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山欠ノ上町60番地の1 代表取締役 山本孝司
東山管理センター株式会社0000002510 592-0003 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草神明講谷町29番地 代表取締役 平山英拡
株式会社HIRAYAMA0000013703 643-0400 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 北松ノ木町39-2 代表取締役 北井繁行
株式会社美翔管財0000019241 694-3333 中小企業市内
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京都府京都市下京区七条御所ノ内本町6番地2 代表取締役 山下耕平
双葉メンテナンス工業株式会社0000001333 313-4667 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市伏見区下鳥羽中円面田町2番地 代表取締役 藤川理恵
株式会社マークリー0000023151 632-9525 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京冷泉町１０８番地 代表取締役 石田洋章
マイ・スター株式会社0000023330 334-6888 中小企業市内

京都府京都市下京区天使突抜４丁目472-1 代表取締役 駒井敏孝
ＭaＱビル管理株式会社0000022636 353-7477 中小企業市内

京都府京都市右京区西院六反田町31番地4 代表取締役 藤木輝幸
株式会社丸起0000001434 323-3333 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 火打形町259番地 with上鳥羽1-E 代表取締役 草岡竜一
株式会社ミヤコ産業0000003060 661-4114 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
都総合管理株式会社0000001859 415-0001 中小企業市内

有限会社モモヤマ・メンテ・サー 京都府京都市伏見区桃山町泰長老77-17 取締役 林篤
0000011744 606-9091 中小企業市内ビス

京都府京都市左京区一乗寺葉山町15-6 代表取締役 森下征也
有限会社森真0000010531 723-0405 中小企業市内

京都府京都市西京区松尾東ノ口町１８‐９ 山下俊彦
山彦造園0000022872 394-3487 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草向ヶ原90-36 代表取締役 日山鍾基
ライズ清掃株式会社0000022607 646-0900 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通東入ル宮垣町91-102 代表取締役 角英嗣
株式会社Ｌｅａｄ0000021773 708-5395 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂津ノ国町６番地１２ 代表社員 松尾幸治
合同会社ＲＥＡＬ・ＦＯＲＣＥ0000023381 080-5631-6000 中小企業市内

京都府京都市山科区北花山寺内町31-5番 代表取締役 矢口満子
和光環境サービス株式会社0000002432 581-0714 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通り高倉東入ル観音町72-1番地 代表取締役 矢口満子
和光建物総合管理株式会社0000000917 222-0110 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽沢町18番地の1 代表取締役 渡邉喜久子
株式会社ワタナベ美装0000002479 591-1721 中小企業市内

京都府京都市下京区綾小路通柳馬場東入る塩屋町60-2 ブロックMビル 代表取締役 山口勝広
株式会社ワン・ワールド0000009411 343-8100 中小企業市内
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京都府京都市左京区北白川重石町18番地 代表取締役 高田尚
有限会社アクア設備0000007059 724-0190 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町70番地 代表取締役 鳳山春鎬
アサヒ運輸株式会社0000003117 671-3124 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師鴨川町17-4 代表取締役 竹井功
株式会社Ａｃｅｓ0000021958 874-1491 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南村山町2番地 代表取締役 三浦靖
株式会社ＡＬＡＮ0000018779 681-3222 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐中山町25番地 代表取締役 中村信次
有限会社飯田工業所0000005480 572-6676 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉花園町443-1 テラスハウス5号 代表 若島佑樹
樹0000023189 203-6307 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西長町9-21 代表取締役 矢田久喜
株式会社植徳0000020441 331-9110 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市下京区大政所町680番地1 代表社員 長谷川雄一
合同会社エリタージュ0000022878 090-7969-5610 中小企業市内

京都府京都市東山区東大路松原上る3丁目下弁天町67番地 代表取締役 大久保敏雄
有限会社大久保衛生0000009151 561-2749 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草平田町26番地 代表取締役 藤井忍
株式会社オンリー0000010188 643-2903 中小企業市内

京都府京都市伏見区景勝町73番地8 レジデンス甲斐101号 代表取締役 印牧裕人
上方工業株式会社0000022005 634-8513 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町50番地 代表取締役 大田吉久
環協株式会社0000002798 622-0100 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島河原田町30 代表取締役 武藤大志郎
環境テクノス株式会社0000011888 748-6766 中小企業市内

京都府京都市左京区修学院中林町1番地 代表取締役 神田拓哉
株式会社神田設備0000003667 781-4513 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町50番地 代表取締役 大田吉久
株式会社京都清掃0000002796 622-3232 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽角田町89番地 代表取締役 金光鐘楽
京和産業株式会社0000004528 681-5291 中小企業市内

京都府京都市北区大宮薬師山東町１番地１２ 代表取締役 桃井裕子
有限会社ケー・アール・エム0000023346 495-7575 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺本堂山町5番2 代表取締役 秋田和宣
有限会社Ｋ・プレール0000020444 075-571-1022 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山長岡越中東町103番地の2 代表取締役 道端和之
株式会社ケイエフエス0000023637 603-3210 中小企業市内
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京都府京都市南区東九条北松ノ木町27-10 代表 姜淑恵
ケイワイオー0000023105 644-4809 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山紅雪町8 代表取締役 後野政雄
株式会社三京建設0000020765 075-201-9828 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内

京都府京都市 伏見区横大路下三栖 辻堂町50番地 代表取締役 橋本倍幸
有限会社三美設備工業0000018136 621-4748 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津尻溝町67番地1 代表取締役 伊地知祐吉
株式会社シーエープラント0000015392 863-3300 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅御所山5番地4 代表取締役 高谷智雄
株式会社ジオインプレス0000016116 573-3400 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地100 代表取締役 滋野好史
株式会社浄美社0000004045 871-3623 大企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田二ノ段町58番地の2 代表取締役 松本祥平
有限会社大成浄美社0000003265 691-1285 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝沓掛町15番地の112 代表取締役 福本凡人
高塚管理サービス株式会社0000014710 333-0501 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨宮崎町1番地の26 代表取締役 山本紘士
株式会社タクミサービス0000003647 466-5100 中小企業市内

京都府京都市山科区東野門口町48番地 代表取締役 竹之内米貴
竹之内運送株式会社0000002522 592-3900 中小企業市内

京都府京都市右京区花園扇野町37番地 代表取締役 森本光月
株式会社大興設備開発0000003803 803-0507 中小企業市内

京都府京都市上京区今出川通烏丸東入上る相国寺門前町637番地 代表取締役 八田聡
株式会社大晋サービス0000004684 241-0678 中小企業市内

京都府京都市西京区桂上野中町249番地 代表取締役 小澤徳也
大同興業株式会社0000001815 392-2440 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町32番地1 代表取締役 高野永斗
大和環境保全株式会社0000003186 681-1547 中小企業市内

京都府京都市右京区西院清水町65番地の4 代表取締役 吉川心太郎
株式会社中央保健工業社0000008135 315-2340 中小企業市内

ティー・エス・ケー・ファシリテ 京都府京都市上京区下長者町通小川西入鷹司町62 代表取締役 乗松良徳
0000022042 431-6141 中小企業市内ィーズ株式会社

京都府京都市上京区竹屋町通千本東入主税町827番2 代表取締役 今江等
株式会社ＮＡＯ’Ｓ0000018633 366-0899 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0027 清掃
0004 浄化槽清掃

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区東九条南河辺町２９番地１７ 岡田典之
ハウスブライトプロ0000022865 090-3706-3388 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町339番地 代表取締役 橋本昌詔
株式会社橋本工業0000003051 661-3221 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島河原田町30 代表取締役 武藤梢
株式会社葉月0000020794 634-6452 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山欠ノ上町60番地の1 代表取締役 山本孝司
東山管理センター株式会社0000002510 592-0003 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草神明講谷町29番地 代表取締役 平山英拡
株式会社HIRAYAMA0000013703 643-0400 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 北松ノ木町39-2 代表取締役 北井繁行
株式会社美翔管財0000019241 694-3333 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市伏見区下鳥羽中円面田町2番地 代表取締役 藤川理恵
株式会社マークリー0000023151 632-9525 中小企業市内

京都府京都市右京区西院六反田町31番地4 代表取締役 藤木輝幸
株式会社丸起0000001434 323-3333 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 火打形町259番地 with上鳥羽1-E 代表取締役 草岡竜一
株式会社ミヤコ産業0000003060 661-4114 中小企業市内

京都府京都市西京区松尾東ノ口町１８‐９ 山下俊彦
山彦造園0000022872 394-3487 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草向ヶ原90-36 代表取締役 日山鍾基
ライズ清掃株式会社0000022607 646-0900 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通東入ル宮垣町91-102 代表取締役 角英嗣
株式会社Ｌｅａｄ0000021773 708-5395 中小企業市内

京都府京都市下京区綾小路通柳馬場東入る塩屋町60-2 ブロックMビル 代表取締役 山口勝広
株式会社ワン・ワールド0000009411 343-8100 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0027 清掃
0005 害虫等駆除

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市右京区太秦三尾町1番地の19 代表取締役 青木恒雄
株式会社青木農園0000005444 463-7182 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川重石町18番地 代表取締役 高田尚
有限会社アクア設備0000007059 724-0190 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師鴨川町17-4 代表取締役 竹井功
株式会社Ａｃｅｓ0000021958 874-1491 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南村山町2番地 代表取締役 三浦靖
株式会社ＡＬＡＮ0000018779 681-3222 中小企業市内

京都府京都市北区小山東元町14番地の1 代表取締役 石本晃士
株式会社石武造園0000002089 491-0141 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉花園町443-1 テラスハウス5号 代表 若島佑樹
樹0000023189 203-6307 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通河原町東入樋の口町464 代表取締役 茨木正
株式会社茨木春草園0000005176 211-3418 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西長町9-21 代表取締役 矢田久喜
株式会社植徳0000020441 331-9110 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西長町10番地16 代表取締役 大藪清治
株式会社植治造園0000001446 331-0137 中小企業市内

京都府京都市左京区鹿ヶ谷西寺ノ前町45番地 代表取締役社長 加藤友規
植彌加藤造園株式会社0000003598 771-3052 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨宮崎町1-30 代表取締役 寺嵜幸雄
有限会社植泰0000003442 722-6251 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦一ノ井町17番地の2 代表取締役 井上勝裕
株式会社植芳造園0000004014 861-2880 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺西栗栖野町194 立脇ビル33号 代表取締役 林美加
株式会社エコクリーン関西0000022903 502-2380 中小企業市内

京都府京都市下京区大政所町680番地1 代表社員 長谷川雄一
合同会社エリタージュ0000022878 090-7969-5610 中小企業市内

京都府京都市中京区小川通二条上る槌屋町611番地 代表取締役 大入達男
株式会社大入0000022530 212-0248 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

オリックス・ファシリティーズ株 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町99番地 代表取締役 深谷健司
0000003974 841-7550 中小企業市内式会社

（京都府）京都府京都市 山科区西野山 百々町40番地3 代表取締役 谷田光雄
カネヨシ商事株式会社0000017370 595-0039 中小企業市内 （営業開発課長 田井直紀）

京都府京都市伏見区景勝町73番地8 レジデンス甲斐101号 代表取締役 印牧裕人
上方工業株式会社0000022005 634-8513 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂前川町186番地 代表取締役 宇多孝夫
株式会社関西スポック0000009173 394-6161 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0027 清掃
0005 害虫等駆除

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区吉祥院中河原西屋敷町43番地 代表取締役 山極学
関西ビルサービス株式会社0000001363 314-0571 中小企業市内

京都府京都市左京区修学院中林町1番地 代表取締役 神田拓哉
株式会社神田設備0000003667 781-4513 中小企業市内

京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町675番地の1 代表取締役 石川 哲朗
協栄ビル管理株式会社0000001114 255-0115 中小企業市内

有限会社京都産業クリエイティブ 京都府京都市東山区新門前通大和大路東入四丁目松原町294番地 祇園荘2Ｆ 取締役 安田茂樹
0000001972 551-7677 中小企業市内センター

京都府京都市北区大宮土居町2-14 代表理事 川勝正彦
一般社団法人京都森林整備隊0000019299 494-0070 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚高岩6番地34 代表取締役 前田大介
株式会社京都造園0000002521 592-3848 中小企業市内

株式会社京都ダイケンビルサービ 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 代表取締役 長尾正洋
0000013998 342-2611 中小企業市内ス

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター406号 代表理事 森本哲郎
京都ビルメンテナンス協同組合0000009482 314-0231 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町123番地 代表理事会長 青合幹夫
京都府森林組合連合会0000003918 841-1030 中小企業市内

京都府京都市南区西九条西柳ノ内町28-2 理事長 川端良一
公益社団法人京都保健衛生協会0000003188 681-1727 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町31番地 代表取締役社長 朝田華美
近建ビル管理株式会社0000003527 761-2126 大企業市内

京都府京都市 山科区上花山 花ノ岡町49-3 代表 瀬戸英和
クリエイトアドバンス0000019922 502-7277 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師菱川町628番地1 代表取締役 黒川泰道
有限会社黒川造園土木0000015165 933-9318 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺本堂山町5番2 代表取締役 秋田和宣
有限会社Ｋ・プレール0000020444 075-571-1022 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山長岡越中東町103番地の2 代表取締役 道端和之
株式会社ケイエフエス0000023637 603-3210 中小企業市内

京都府京都市南区東九条北松ノ木町27-10 代表 姜淑恵
ケイワイオー0000023105 644-4809 中小企業市内

京都府京都市西京区大原野上羽町264番地 代表取締役 向井公二
株式会社向建0000006656 335-2223 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦堀池町2番地の32 代表取締役 石井英治
株式会社コオリナ0000023227 882-1488 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹西野山東町36番地の1 代表取締役 小林大祐
株式会社小林造園0000002110 491-4256 中小企業市内

京都府京都市 西京区大枝南福西町 三丁目11番地12 代表取締役 吉村正美
株式会社嵯峨山園0000019195 331-6851 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0027 清掃
0005 害虫等駆除

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山紅雪町8 代表取締役 後野政雄
株式会社三京建設0000020765 075-201-9828 中小企業市内

京都府京都市上京区智恵光院中立売角多門町434番地 コスモ星の子ハイツ2階 代表取締役 辻村憲治
株式会社三光エンジニアリング0000001952 451-0600 中小企業市内

京都府京都市山科区西野楳本町50番地102 代表取締役 森川耕一
株式会社三光エンジニアリング0000006513 594-3030 中小企業市内

京都府京都市 伏見区横大路下三栖 辻堂町50番地 代表取締役 橋本倍幸
有限会社三美設備工業0000018136 621-4748 中小企業市内

京都府京都市山科区北花山河原町42番地の3 代表取締役 田中肇
株式会社三楽クリーン・サービス0000002498 591-7941 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
株式会社シティービルサービス0000001864 415-1166 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦三尾町1番地296 代表取締役 佐々木勝也
株式会社紫峰園0000004661 203-0562 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市中京区衣棚通夷川下ル竪大恩寺町735番2 代表取締役 新正義
株式会社新生商会0000000921 222-0415 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀池上町150番地の5 代表取締役 北場伸
有限会社伸和建設工業0000002844 631-4860 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅御所山5番地4 代表取締役 高谷智雄
株式会社ジオインプレス0000016116 573-3400 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町146番地 代表取締役 廣瀬拳佑
株式会社ＪＡＰＡＮホワイト0000023613 644-6626 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地100 代表取締役 滋野好史
株式会社浄美社0000004045 871-3623 大企業市内

京都府京都市右京区嵯峨苅分町17番地 代表取締役 山下雄一郎
株式会社鈴木庭園0000004015 861-2903 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町33番地 代表取締役 鈴木明廣
株式会社鈴木メンテナンス0000001209 311-3888 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草柴田屋敷町23の69 代表取締役 高橋領射
株式会社相互衛生管理研究所0000009790 641-4411 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉花園町284番地1 ウイングプラザ284-1Ｆ 代表取締役 助田朋英
造園ねはる株式会社0000019165 203-5517 中小企業市内

京都府京都市 山科区音羽 乙出町9-1 東久生
造園ひがし0000019965 594-3497 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内
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内容別名簿（物品関係）市内
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0005 害虫等駆除

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市左京区聖護院西町18 代表取締役 高石正弘
株式会社高石造園土木0000003508 751-1717 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝沓掛町15番地の112 代表取締役 福本凡人
高塚管理サービス株式会社0000014710 333-0501 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨宮崎町1番地の26 代表取締役 山本紘士
株式会社タクミサービス0000003647 466-5100 中小企業市内

京都府京都市右京区花園扇野町37番地 代表取締役 森本光月
株式会社大興設備開発0000003803 803-0507 中小企業市内

京都府京都市上京区今出川通烏丸東入上る相国寺門前町637番地 代表取締役 八田聡
株式会社大晋サービス0000004684 241-0678 中小企業市内

京都府京都市右京区西院清水町65番地の4 代表取締役 吉川心太郎
株式会社中央保健工業社0000008135 315-2340 中小企業市内

ティー・エス・ケー・ファシリテ 京都府京都市上京区下長者町通小川西入鷹司町62 代表取締役 乗松良徳
0000022042 431-6141 中小企業市内ィーズ株式会社

京都府京都市南区西九条川原城町95番地の23 代表取締役 山下元信
株式会社トラスト0000014668 671-8830 中小企業市内

京都府京都市上京区竹屋町通千本東入主税町827番2 代表取締役 今江等
株式会社ＮＡＯ’Ｓ0000018633 366-0899 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前登り町41番地1 代表取締役 永井正文
永井造園株式会社0000004012 861-2386 中小企業市内

京都府京都市西京区大原野小塩町842番地 代表取締役 西村正嗣
西山グリーン株式会社0000001457 332-5368 中小企業市内

京都府京都市山科区上花山久保町34番地 代表取締役 今西信一
日経造園株式会社0000002566 593-7911 中小企業市内

京都府京都市下京区東塩小路町606番地 三旺京都駅前ビル４Ｆ 代表取締役 前田秀人
日本プライムサービス株式会社0000021978 777-2182 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚森町16番地の7 代表取締役 野間秀行
株式会社野間造園0000002572 594-0184 中小企業市内

京都府京都市右京区嵯峨大沢柳井手町26-6 代表取締役 野村美紀
株式会社野村造園土木0000003998 861-0662 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南河辺町２９番地１７ 岡田典之
ハウスブライトプロ0000022865 090-3706-3388 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨岸本町26 所長 服部信治
服部造園研究所0000004689 781-2861 中小企業市内

京都府京都市左京区静市市原町755番地 代表者 増田貞夫
花背造園0000005749 722-3005 中小企業市内

京都府京都市西京区大原野小塩町203番地 代表取締役 林 吾一
株式会社林造園建設工業0000001447 331-0354 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山欠ノ上町60番地の1 代表取締役 山本孝司
東山管理センター株式会社0000002510 592-0003 中小企業市内
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京都府京都市上京区七本松通中立売下ル三軒町77番地 代表取締役 樋口隆三
樋口造園株式会社0000002010 462-1385 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 北松ノ木町39-2 代表取締役 北井繁行
株式会社美翔管財0000019241 694-3333 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋高田町3番地5 エフジェイビル1Ｆ 代表取締役 上田領子
有限会社富士コーポレーション0000009342 681-8673 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市上京区荒神口通河原町東入亀屋町123番地 代表取締役 北門和紀
北辰工業株式会社0000003409 257-0505 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽中円面田町2番地 代表取締役 藤川理恵
株式会社マークリー0000023151 632-9525 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京冷泉町１０８番地 代表取締役 石田洋章
マイ・スター株式会社0000023330 334-6888 中小企業市内

京都府京都市下京区天使突抜４丁目472-1 代表取締役 駒井敏孝
ＭaＱビル管理株式会社0000022636 353-7477 中小企業市内

京都府京都市右京区西院六反田町31番地4 代表取締役 藤木輝幸
株式会社丸起0000001434 323-3333 中小企業市内

京都府京都市山科区音羽八ノ坪8番地の22 代表取締役 水田俊宏
株式会社水田造園緑地0000002481 591-3128 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
都総合管理株式会社0000001859 415-0001 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守順子
都テック株式会社0000009651 415-0030 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院里ノ内町84番地 代表取締役 松本明
矢田造園建設株式会社0000003146 672-2312 中小企業市内

京都府京都市西京区山田南町7番地 代表取締役 山口秋男
株式会社山口造園0000001763 381-3533 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草谷口町49番地1 ロイヤルハイツ八洲2 1Ｆ 代表取締役 山田隆之
株式会社山田造園0000006466 641-9149 中小企業市内

京都府京都市西京区松尾東ノ口町１８‐９ 山下俊彦
山彦造園0000022872 394-3487 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川下池田町145番地 代表取締役 吉村嘉博
吉村造園株式会社0000006596 721-8866 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生花井町3番地 代表取締役 河原義明
株式会社洛北造園0000002100 778-1918 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通東入ル宮垣町91-102 代表取締役 角英嗣
株式会社Ｌｅａｄ0000021773 708-5395 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通り高倉東入ル観音町72-1番地 代表取締役 矢口満子
和光建物総合管理株式会社0000000917 222-0110 中小企業市内
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京都府京都市山科区音羽沢町18番地の1 代表取締役 渡邉喜久子
株式会社ワタナベ美装0000002479 591-1721 中小企業市内

京都府京都市下京区綾小路通柳馬場東入る塩屋町60-2 ブロックMビル 代表取締役 山口勝広
株式会社ワン・ワールド0000009411 343-8100 中小企業市内
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京都府京都市南区吉祥院西ノ庄向田町6番地 代表取締役 馬場崎孝誠
アーバンテック株式会社0000001383 314-8181 中小企業市内

京都府京都市 南区東九条 北河原町26番地4 代表取締役 五十嵐正祐
株式会社アイ・アシスト0000017395 693-4170 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽麻ノ本町10番地 代表取締役 山本一美
株式会社アイリンク0000016820 694-2222 中小企業市内

京都府京都市伏見区過書町792番地2 代表取締役 青木香
株式会社アイワーク0000002727 612-0034 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川重石町18番地 代表取締役 高田尚
有限会社アクア設備0000007059 724-0190 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町70番地 代表取締役 鳳山春鎬
アサヒ運輸株式会社0000003117 671-3124 中小企業市内

京都府京都市 伏見区横大路下三栖 宮ノ後71番地2 代表取締役 坂平典生
アプナップ株式会社0000017306 612-8896 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀池上町29番地 代表取締役 荒木一誠
株式会社荒木飼料店0000002828 631-2045 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院山王町43番地2・110号 代表取締役 金本鉄守
アルファテック株式会社0000017474 090-3359-7719 中小企業市内

京都府京都市南区東九条東岩本町27番地の1 取締役 五十嵐秀光
有限会社五十嵐商店0000003284 691-4822 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉花園町443-1 テラスハウス5号 代表 若島佑樹
樹0000023189 203-6307 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原上川原町6 代表取締役 伊藤博永
株式会社伊藤商店0000009433 661-2095 中小企業市内

京都府京都市西京区桂清水町40-2 代表取締役 今村英治
有限会社今村建設工業0000016611 382-5988 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽鉾立町1番地 代表取締役 巖本博
巖本金属株式会社0000008376 672-3688 中小企業市内

京都府京都市左京区田中高原町15番地 代表取締役 上田英夫
上田清掃株式会社0000009137 724-5250 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西長町9-21 代表取締役 矢田久喜
株式会社植徳0000020441 331-9110 中小企業市内

京都府京都市左京区鹿ヶ谷西寺ノ前町45番地 代表取締役社長 加藤友規
植彌加藤造園株式会社0000003598 771-3052 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南松田町34番地 代表取締役 貝原束
株式会社Wood Life Company0000013132 692-1467 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路一本木1-17号 代表取締役 山根弘丈
有限会社エコティック山根商店0000008431 621-2212 中小企業市内

京都府京都市北区西賀茂今原町2番地の5 代表取締役 小林雄介
エコテック株式会社0000009141 492-6122 中小企業市内
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京都府京都市 南区上鳥羽 南鉾立町49番地1 代表取締役 仲瀬保孝
有限会社エヌズトランス0000010282 692-2585 中小企業市内

（京都府）京都府京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後80番地 代表取締役 長田和志
株式会社エフアンドケイ0000012749 604-6668 中小企業市内

（代表取締役 西畑圭策）

京都府京都市南区上鳥羽麻ノ本町10番地 代表取締役 山本真也
株式会社 エム・アール・シー0000016056 672-1000 中小企業市内

京都府京都市下京区大政所町680番地1 代表社員 長谷川雄一
合同会社エリタージュ0000022878 090-7969-5610 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝沓掛町13-84-309 代表取締役 大村義之
有限会社大村工務店0000003675 634-3339 中小企業市内

京都府京都市 南区吉祥院 大河原町8番地4 代表取締役 岡村佐和子
株式会社オカムラ産業0000018722 314-7294 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽馬廻町25番地 代表取締役 金岡一美
有限会社カナオカ0000005762 661-6833 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺北町33 金城弘樹
金城商会0000023197 311-1643 中小企業市内

京都府京都市伏見区南寝小屋町91番地 代表取締役 畑直孝
有限会社カネムラ0000012041 574-7030 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島河原田町30 代表取締役 武藤大志郎
環境テクノス株式会社0000011888 748-6766 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅甲ノ辻町76番地 代表取締役 富田治人
有限会社関厚運輸0000002187 501-1616 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町233番地 代表取締役 横山秀昭
株式会社カンポ0000004165 933-6030 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅沢町113番地 取締役 木下茂
有限会社木下カンセー0000014731 077-543-2663 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南鉾立町48番地 代表取締役 丹波知史
有限会社共栄産業0000003276 691-3248 中小企業市内

京都府京都市伏見区南寝小屋町91番地 代表取締役 安田明義
京都エコクリエイト株式会社0000022003 604-5359 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町65番地 代表取締役 新川耕市
京都環境事業株式会社0000003268 691-2033 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町65番地 代表理事 新川耕市
京都環境事業協同組合0000003289 075-691-5516 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町126番地 代表取締役 鍋谷剛
株式会社京都環境保全公社0000002814 622-8080 大企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町50番地 代表取締役 大田吉久
株式会社京都清掃0000002796 622-3232 中小企業市内
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京都府京都市伏見区横大路菅本2-35 代表取締役 星山基安
京都蛋白株式会社0000018958 622-5050 中小企業市内

京都府京都市伏見区南寝小屋町91番地 代表取締役 安田暁彦
京都有機質資源株式会社0000012748 953-6100 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内39番地 代表取締役 竹本和尋
株式会社京都夢産業0000020244 602-7898 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽角田町89番地 代表取締役 金光鐘楽
京和産業株式会社0000004528 681-5291 中小企業市内

京都府京都市 伏見区桃山町 新町35番地 代表取締役 山分洋
旭興産業株式会社0000017259 623-5477 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町50番地 代表取締役 大田吉久
近畿環境サービス株式会社0000023154 622-3233 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺清水町15番地 代表取締役 平井輝久
近畿美装株式会社0000003588 708-1400 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極南大入町２０番地１ 代表取締役 金田俊彦
株式会社キンキ・プラミング0000007174 315-5670 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町43番地の15 代表取締役 橋本味永子
クリーンスペース株式会社0000013740 604-6320 中小企業市内

京都府京都市 南区吉祥院新田 弐ノ段町77番地3 代表取締役 山口直美
有限会社クリーントリヤマ0000009497 692-2567 中小企業市内

京都府京都市南区久世上久世町500番地 代表取締役 山本康雄
株式会社クリンテック0000009015 931-1980 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町50-2 代表取締役 星山邦彦
株式会社グリーンテクノ0000021034 605-1188 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草柴田屋敷町7番地13 代表取締役 新川浩司
有限会社グローバルクリーン0000010340 646-2213 中小企業市内

京都府京都市北区大宮薬師山東町１番地１２ 代表取締役 桃井裕子
有限会社ケー・アール・エム0000023346 495-7575 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽中河原町16番地 代表取締役 中村順子
有限会社京滋金属0000010343 662-1167 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀樋爪町519番地 代表取締役 上村京太
株式会社建友会ホームドクター0000017490 631-5467 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路芝生30番地の1 代表取締役 山本龍太郎
公栄運輸株式会社0000002643 602-2627 中小企業市内

京都府京都市西京区大原野上羽町264番地 代表取締役 向井公二
株式会社向建0000006656 335-2223 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽奈須野町33番地 代表取締役 豊川了政
有限会社光竜建設0000005315 681-8605 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽石橋町243番地 代表取締役 小坂正浩
小坂産業株式会社0000004676 661-5400 中小企業市内
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京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路菅本2-35 代表取締役 星山弘子
株式会社三星0000022284 622-6666 中小企業市内

京都府京都市伏見区納所岸ノ下30番地13 代表取締役 五十嵐昌哉
有限会社サント0000009230 631-1885 中小企業市内

京都府京都市 伏見区横大路下三栖 辻堂町50番地 代表取締役 橋本倍幸
有限会社三美設備工業0000018136 621-4748 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路芝生29番地の2 代表取締役 白川文厳
白川商店株式会社0000009533 621-1869 中小企業市内

京都府京都市南区東九条北松ノ木町18番地2 代表取締役 神農光雄
シンノ工業株式会社0000020917 692-3374 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅御所山5番地4 代表取締役 高谷智雄
株式会社ジオインプレス0000016116 573-3400 中小企業市内

京都府京都市右京区西院月双町33番地 代表取締役 鈴木明廣
株式会社鈴木メンテナンス0000001209 311-3888 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋大宮尻町19番地6 代表取締役 石川良之
有限会社スポット便0000010392 681-0633 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草十九軒町551-20 代表取締役 岸 孝子
有限会社創輝建設0000015193 622-0213 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田二ノ段町58番地の2 代表取締役 松本祥平
有限会社大成浄美社0000003265 691-1285 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院西町18 代表取締役 高石正弘
株式会社高石造園土木0000003508 751-1717 中小企業市内

京都府京都市下京区西七条東石ヶ坪町41番地 代表取締役 高島紳三
高島運輸倉庫株式会社0000008345 312-0469 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝沓掛町15番地の112 代表取締役 福本凡人
高塚管理サービス株式会社0000014710 333-0501 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦安井車道町19番地116 代表取締役 前川正明
株式会社武田ゴム商店0000008370 748-0945 中小企業市内

京都府京都市山科区東野門口町48番地 代表取締役 竹之内米貴
竹之内運送株式会社0000002522 592-3900 中小企業市内

京都府京都市左京区高野西開町４１番地 デリード北大路２０５ 代表 竹原正
竹原興産0000023391 090-8883-7002 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 苗代町28番地 代表取締役 田端洋樹
株式会社田端工業運輸0000019945 672-3181 中小企業市内

京都府京都市伏見区南寝小屋町91番地 代表取締役 田中庸敬
有限会社大工商店0000003365 644-5351 中小企業市内
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京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市西京区桂上野中町249番地 代表取締役 小澤徳也
大同興業株式会社0000001815 392-2440 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町32番地1 代表取締役 高野永斗
大和環境保全株式会社0000003186 681-1547 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町32番地1 代表取締役 高野永斗
大和興産株式会社0000009270 681-1547 中小企業市内

京都府京都市南区東九条西岩本町34-2 代表取締役 辻幸二
株式会社辻商店0000009567 671-0909 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草柴田屋敷町3番地の24 代表取締役 久保美恵子
つじもと商事株式会社0000009287 642-4373 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋高町35-2 代表取締役 内海貴将
株式会社ティー・エム・ティー0000020150 661-1888 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町243番地 代表取締役 後藤宜志
テックス・カンポ株式会社0000016051 933-1111 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田向代町川町１１５番地３ 代表取締役 多田羅明
株式会社トータルエコセンター0000023410 693-8440 中小企業市内

京都府京都市伏見区醍醐辰巳町22番地の1 代表取締役 木下宣実
東環ネクスト株式会社0000002825 606-1432 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽奈須野町33番地 代表取締役 豊川皇司
豊川工業株式会社0000003038 661-2272 中小企業市内

京都府京都市西京区御陵大枝山町3-12-15 代表取締役 中村美枝
株式会社トラスト0000019278 777-0546 中小企業市内

有限会社堂坂ジェットクリーナー 京都府京都市伏見区桃山町養斉２５番地の１７ 代表取締役 堂坂泰稔
0000002795 622-2794 中小企業市内工業

京都府京都市上京区竹屋町通千本東入主税町827番2 代表取締役 今江等
株式会社ＮＡＯ’Ｓ0000018633 366-0899 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 北戒光町12番地 代表取締役 中川泰人
有限会社中川商店0000012751 691-0771 中小企業市内

京都府京都市下京区麸屋町通松原下る上鱗形町502番地の1 代表取締役 西村達雄
有限会社西村運送0000014576 351-3667 中小企業市内

京都府京都市伏見区北寝小屋町51番地 代表取締役 西山英俊
西山環境サービス株式会社0000010016 611-0050 中小企業市内

京都府京都市伏見区北寝小屋町51番地 取締役 西山潤二
有限会社西山産業0000009051 601-1443 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町9番地1 代表取締役 長田和志
日本ウエスト株式会社0000010023 604-1655 中小企業市内

京都府京都市下京区東塩小路町606番地 三旺京都駅前ビル４Ｆ 代表取締役 前田秀人
日本プライムサービス株式会社0000021978 777-2182 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0027 清掃
0006 廃棄物収集運搬

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市山科区大塚森町16番地の7 代表取締役 野間秀行
株式会社野間造園0000002572 594-0184 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南河辺町２９番地１７ 岡田典之
ハウスブライトプロ0000022865 090-3706-3388 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島河原田町30 代表取締役 武藤梢
株式会社葉月0000020794 634-6452 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町77番地の2 代表取締役 濱橋知子
株式会社浜橋工業0000017426 641-3773 中小企業市内

京都府京都市南区東九条柳下町63番地3 代表取締役 新川笑子
有限会社パッカーズ0000009264 672-1252 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町78番地 代表取締役 喜多川光世
光アスコン株式会社0000008841 601-2711 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山欠ノ上町60番地の1 代表取締役 山本孝司
東山管理センター株式会社0000002510 592-0003 中小企業市内

京都府京都市上京区七本松通中立売下ル三軒町77番地 代表取締役 樋口隆三
樋口造園株式会社0000002010 462-1385 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院池田町39番地3 代表取締役 平塚一利
有限会社平塚商事0000004677 661-7005 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草神明講谷町29番地 代表取締役 平山英拡
株式会社HIRAYAMA0000013703 643-0400 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町2丁目105番地の21 代表取締役 春山直己
株式会社美創0000013029 933-2523 中小企業市内

京都府京都市伏見区久我西出町4番地38 代表取締役 文盛保
伏見クリエイト株式会社0000015217 922-3251 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極橋詰町18番地 代表取締役 金山政寿
扶餘建設工業株式会社0000001291 312-8888 中小企業市内

京都府京都市 伏見区竹田 泓ノ川町23番地 代表取締役 西山学
フロムメンテナンス有限会社0000010047 611-7200 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市上京区荒神口通河原町東入亀屋町123番地 代表取締役 北門和紀
北辰工業株式会社0000003409 257-0505 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉中町301番地 ゴールデンガーデン岩倉３０２ 代表取締役 梅井将司
株式会社マークス0000003709 722-2577 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽中円面田町2番地 代表取締役 藤川理恵
株式会社マークリー0000023151 632-9525 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京冷泉町１０８番地 代表取締役 石田洋章
マイ・スター株式会社0000023330 334-6888 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館 3階 KRP BIZ NEXT 代表取締役 仁井田一生
株式会社マルイチ0000023218 754-8705 中小企業市内
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京都府京都市伏見区南寝小屋町91番地 代表取締役 須藤真歩
有限会社丸加清掃0000014734 611-5599 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝中山町1-257 代表取締役 萬木宣夫
株式会社萬栄建設0000005379 332-8382 中小企業市内

京都府京都市南区西九条春日町1番地 代表取締役 森万里子
有限会社森商店0000003124 681-4933 中小企業市内

京都府京都市伏見区南寝小屋町91番地 代表取締役 安田奉春
安田産業株式会社0000002667 604-5353 中小企業市内

京都府京都市 西京区桂 清水町116番地 代表取締役 山根拓也
株式会社ヤマネ0000010064 691-7350 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目61番地 代表取締役 山本和広
株式会社山文0000002980 643-3456 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町196番地の1 代表取締役 山本敏裕
株式会社山本清掃0000008636 623-5555 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽西芹川町36番地 代表取締役 長谷川純
株式会社ユージ0000005712 605-9569 中小企業市内

京都府京都市左京区静市市原町714番地の2 代表取締役 安岡幹昌
洛北運輸株式会社0000005081 721-2350 中小企業市内

京都府京都市伏見区南寝小屋町91番地 代表取締役 安田義崇
株式会社ランナーズ0000014714 605-5314 中小企業市内

京都府京都市上京区河原町通東入ル宮垣町91-102 代表取締役 角英嗣
株式会社Ｌｅａｄ0000021773 708-5395 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 菅田町57番地 取締役 湯浅玲央
有限会社レオ0000020723 662-8888 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 菅田町57 代表取締役 湯浅幸
株式会社れおイレブン0000018733 661-8888 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町88番地20 代表取締役 濱田仁
株式会社REALM0000022506 278-0164 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽川端町201番地 代表取締役 和田敏数
有限会社和田産業0000003074 661-6990 中小企業市内
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京都府京都市南区吉祥院西ノ庄向田町6番地 代表取締役 馬場崎孝誠
アーバンテック株式会社0000001383 314-8181 中小企業市内

京都府京都市伏見区過書町792番地2 代表取締役 青木香
株式会社アイワーク0000002727 612-0034 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦三尾町1番地の19 代表取締役 青木恒雄
株式会社青木農園0000005444 463-7182 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川重石町18番地 代表取締役 高田尚
有限会社アクア設備0000007059 724-0190 中小企業市内

京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番地の188 代表取締役 浅野裕一
アサノ電気工事株式会社0000020264 312-0033 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町70番地 代表取締役 鳳山春鎬
アサヒ運輸株式会社0000003117 671-3124 中小企業市内

京都府京都市伏見区淀池上町29番地 代表取締役 荒木一誠
株式会社荒木飼料店0000002828 631-2045 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南村山町2番地 代表取締役 三浦靖
株式会社ＡＬＡＮ0000018779 681-3222 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院山王町43番地2・110号 代表取締役 金本鉄守
アルファテック株式会社0000017474 090-3359-7719 中小企業市内

京都府京都市北区紫竹栗栖町１５番地 アンフィニビル２階 代表取締役 松本健太
株式会社アンフィニ0000022896 366-5775 中小企業市内

京都府京都市 左京区田中 西樋ノ口町20番地4 代表取締役 岩田正彦
株式会社イーストエフ0000017587 724-2618 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市伏見区小栗栖中山田町15番地24 代表 石田勇
石田造園0000021035 606-1550 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉花園町443-1 テラスハウス5号 代表 若島佑樹
樹0000023189 203-6307 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通河原町東入樋の口町464 代表取締役 茨木正
株式会社茨木春草園0000005176 211-3418 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽鉾立町1番地 代表取締役 巖本博
巖本金属株式会社0000008376 672-3688 中小企業市内

京都府京都市左京区高野蓼原町71番地 代表取締役 植田直樹
株式会社植田建設工業0000003406 721-3355 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝西長町9-21 代表取締役 矢田久喜
株式会社植徳0000020441 331-9110 中小企業市内

京都府京都市伏見区石田大受町9-71 代表取締役 津田敏夫
有限会社植初造園土木0000002371 571-7577 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町70番地 代表取締役 森島広史
株式会社Ａ-ＰＬＵＳ0000019772 603-3461 中小企業市内
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京都府京都市山科区勧修寺西栗栖野町194 立脇ビル33号 代表取締役 林美加
株式会社エコクリーン関西0000022903 502-2380 中小企業市内

京都府京都市 南区上鳥羽 南鉾立町49番地1 代表取締役 仲瀬保孝
有限会社エヌズトランス0000010282 692-2585 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川重石町18番地 取締役 北門優樹
有限会社えびす建設0000005419 706-6696 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽麻ノ本町10番地 代表取締役 山本真也
株式会社 エム・アール・シー0000016056 672-1000 中小企業市内

京都府京都市下京区大政所町680番地1 代表社員 長谷川雄一
合同会社エリタージュ0000022878 090-7969-5610 中小企業市内

京都府京都市東山区東大路松原上る3丁目下弁天町67番地 代表取締役 大久保敏雄
有限会社大久保衛生0000009151 561-2749 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
株式会社大坪組0000003131 671-7416 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝沓掛町13-84-309 代表取締役 大村義之
有限会社大村工務店0000003675 634-3339 中小企業市内

（京都府）京都府京都市 山科区西野山 百々町40番地3 代表取締役 谷田光雄
カネヨシ商事株式会社0000017370 595-0039 中小企業市内 （営業開発課長 田井直紀）

京都府京都市伏見区景勝町73番地8 レジデンス甲斐101号 代表取締役 印牧裕人
上方工業株式会社0000022005 634-8513 中小企業市内

京都府京都市南区大宮通八条下る東寺東門前町18番地 代表取締役 田中聡一
株式会社川村商店0000003294 691-6623 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島河原田町30 代表取締役 武藤大志郎
環境テクノス株式会社0000011888 748-6766 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町233番地 代表取締役 横山秀昭
株式会社カンポ0000004165 933-6030 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽南鉾立町48番地 代表取締役 丹波知史
有限会社共栄産業0000003276 691-3248 中小企業市内

京都府京都市伏見区石田内里町42番地の10 代表取締役 木下龍之
京都環境開発株式会社0000005691 644-7377 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町126番地 代表取締役 鍋谷剛
株式会社京都環境保全公社0000002814 622-8080 大企業市内

特定非営利活動法人京都高齢者福 京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町43番地 理事長 齊藤眞一
0000003150 672-3203 中小企業市内祉事業団

公益社団法人京都市シルバー人材 京都府京都市中京区西ノ京東中合町2番地 理事長 松本建次
0000003871 821-2013 中小企業市内センター

京都府京都市左京区花脊八桝町250番地 理事長 中野三郎
公益財団法人京都市森林文化協会0000016775 746-0439 中小企業市内

株式会社京都ダイケンビルサービ 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 代表取締役 長尾正洋
0000013998 342-2611 中小企業市内ス
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京都府京都市伏見区南寝小屋町91番地 代表取締役 安田暁彦
京都有機質資源株式会社0000012748 953-6100 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽角田町89番地 代表取締役 金光鐘楽
京和産業株式会社0000004528 681-5291 中小企業市内

京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町50番地 代表取締役 大田吉久
近畿環境サービス株式会社0000023154 622-3233 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町43番地の15 代表取締役 橋本味永子
クリーンスペース株式会社0000013740 604-6320 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋平垣町47番地1 代表取締役 東畑泰弘
株式会社クリーンライフ0000019274 692-3830 中小企業市内

京都府京都市伏見区桃山長岡越中東町103番地の2 代表取締役 道端和之
株式会社ケイエフエス0000023637 603-3210 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚丹田35番地4 代表取締役 川向武徳
株式会社京津管理0000012730 594-6588 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽中河原町16番地 代表取締役 中村順子
有限会社京滋金属0000010343 662-1167 中小企業市内

京都府京都市 右京区京北 鳥居町 昇尾5-2 代表理事 井口和司
京北木材業協同組合0000019852 853-0908 中小企業市内

京都府京都市南区東九条北松ノ木町27-10 代表 姜淑恵
ケイワイオー0000023105 644-4809 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草平田町29番地 代表取締役 渡邉康生
有限会社康生美装0000020752 641-1478 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂二軒家町7番地 代表取締役 小鷹照幸
株式会社小鷹造園0000016616 706-8302 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉東宮田町9 代表取締役 杉本眞弓
株式会社小林工務店0000003405 721-3344 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉南河原町159番地 代表取締役 斉藤一枝
株式会社斉藤工務店0000003703 791-0109 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町7番地の2 代表取締役 大坪輝昭
桜島建設株式会社0000022325 671-7088 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市 伏見区横大路下三栖 辻堂町50番地 代表取締役 橋本倍幸
有限会社三美設備工業0000018136 621-4748 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地の１００ 代表取締役 滋野裕子
滋野商事株式会社0000015312 881-3009 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
株式会社シティービルサービス0000001864 415-1166 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内
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京都府京都市北区大宮上ノ岸町2番地5 代表取締役 川崎泰大
株式会社象工舎0000020934 755-6552 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路芝生29番地の2 代表取締役 白川文厳
白川商店株式会社0000009533 621-1869 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター 代表理事 堀田政美
新京都メンテナンス業協同組合0000004639 744-1020 中小企業市内

京都府京都市南区東九条北松ノ木町18番地2 代表取締役 神農光雄
シンノ工業株式会社0000020917 692-3374 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草大亀谷東寺町51番地 理事長 大藪健司
社会福祉法人深緑会0000021061 645-6530 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅御所山5番地4 代表取締役 高谷智雄
株式会社ジオインプレス0000016116 573-3400 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地100 代表取締役 滋野好史
株式会社浄美社0000004045 871-3623 大企業市内

京都府京都市伏見区淀池上町174-67 代表取締役 近藤明
株式会社スマイル0000022296 633-6882 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉花園町284番地1 ウイングプラザ284-1Ｆ 代表取締役 助田朋英
造園ねはる株式会社0000019165 203-5517 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院西町18 代表取締役 高石正弘
株式会社高石造園土木0000003508 751-1717 中小企業市内

京都府京都市西京区大枝沓掛町15番地の112 代表取締役 福本凡人
高塚管理サービス株式会社0000014710 333-0501 中小企業市内

京都府京都市右京区山ノ内宮脇町1番地の1 代表取締役 高橋聖介
高橋練染株式会社0000018797 802-3111 中小企業市内

京都府京都市山科区東野門口町48番地 代表取締役 竹之内米貴
竹之内運送株式会社0000002522 592-3900 中小企業市内

京都府京都市南区上鳥羽苗代町28番地 代表取締役 田端道雄
株式会社田端工業0000005668 672-3181 中小企業市内

京都府京都市右京区花園扇野町37番地 代表取締役 森本光月
株式会社大興設備開発0000003803 803-0507 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草新門丈町215番地 竹田ビル3階 代表取締役 大原浩起
大伸株式会社0000019751 645-0011 中小企業市内

京都府京都市上京区今出川通烏丸東入上る相国寺門前町637番地 代表取締役 八田聡
株式会社大晋サービス0000004684 241-0678 中小企業市内

京都府京都市西京区桂上野中町249番地 代表取締役 小澤徳也
大同興業株式会社0000001815 392-2440 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町32番地1 代表取締役 高野永斗
大和環境保全株式会社0000003186 681-1547 中小企業市内
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京都府京都市伏見区横大路畔ノ内102番地11 代表取締役 山本忠司
株式会社忠英建設0000001349 605-4897 中小企業市内

京都府京都市右京区西院清水町65番地の4 代表取締役 吉川心太郎
株式会社中央保健工業社0000008135 315-2340 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町243番地 代表取締役 後藤宜志
テックス・カンポ株式会社0000016051 933-1111 中小企業市内

株式会社ディゴン・クリーン・サ 京都府京都市山科区音羽前出町4番地5 代表取締役 藤井博義
0000021600 581-3355 中小企業市内ービス

京都府京都市伏見区醍醐辰巳町22番地の1 代表取締役 木下宣実
東環ネクスト株式会社0000002825 606-1432 中小企業市内

京都府京都市南区久世上久世町401-6 山内義孝
東桂園0000012668 931-0846 中小企業市内

有限会社堂坂ジェットクリーナー 京都府京都市伏見区桃山町養斉２５番地の１７ 代表取締役 堂坂泰稔
0000002795 622-2794 中小企業市内工業

京都府京都市上京区竹屋町通千本東入主税町827番2 代表取締役 今江等
株式会社ＮＡＯ’Ｓ0000018633 366-0899 中小企業市内

京都府京都市北区西賀茂南大栗町32番地 代表取締役 中村裕也
中村美装株式会社0000007240 494-3322 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅中小路町50番地1 代表取締役 西田秀一
西田建設工業株式会社0000013860 571-8892 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町9番地1 代表取締役 長田和志
日本ウエスト株式会社0000010023 604-1655 中小企業市内

京都府京都市左京区松ヶ崎久土町4-1 グレース松ヶ崎509号 代表取締役 上田三佳
日本情報通信株式会社0000019995 721-7888 中小企業市内

京都府京都市南区東九条南河辺町２９番地１７ 岡田典之
ハウスブライトプロ0000022865 090-3706-3388 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島河原田町30 代表取締役 武藤梢
株式会社葉月0000020794 634-6452 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町77番地の2 代表取締役 濱橋知子
株式会社浜橋工業0000017426 641-3773 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町78番地 代表取締役 喜多川光世
光アスコン株式会社0000008841 601-2711 中小企業市内

京都府京都市山科区西野山欠ノ上町60番地の1 代表取締役 山本孝司
東山管理センター株式会社0000002510 592-0003 中小企業市内

京都府京都市上京区七本松通中立売下ル三軒町77番地 代表取締役 樋口隆三
樋口造園株式会社0000002010 462-1385 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草神明講谷町29番地 代表取締役 平山英拡
株式会社HIRAYAMA0000013703 643-0400 中小企業市内

京都府京都市南区久世中久世町2丁目105番地の21 代表取締役 春山直己
株式会社美創0000013029 933-2523 中小企業市内
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京都府京都市左京区田中西樋ノ口町14番地1 代表取締役 神農水理
株式会社福本建設0000003698 781-9434 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極橋詰町18番地 代表取締役 金山政寿
扶餘建設工業株式会社0000001291 312-8888 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市上京区荒神口通河原町東入亀屋町123番地 代表取締役 北門和紀
北辰工業株式会社0000003409 257-0505 中小企業市内

京都府京都市 南区吉祥院中河原 里北町37番地 代表取締役 田中隆次
株式会社堀田0000020936 754-6620 中小企業市内

京都府京都市北区大宮東総門口町4番地3 代表取締役 本田多賀子
株式会社本田建設0000002128 491-9315 中小企業市内

京都府京都市左京区岩倉中町301番地 ゴールデンガーデン岩倉３０２ 代表取締役 梅井将司
株式会社マークス0000003709 722-2577 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町70番 代表取締役 松本繁夫
株式会社ＭＡＸ0000020266 605-9555 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町70番 代表取締役 松本佳之
松本建設株式会社0000007273 605-9500 中小企業市内

京都府京都市右京区西院六反田町31番地4 代表取締役 藤木輝幸
株式会社丸起0000001434 323-3333 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
都総合管理株式会社0000001859 415-0001 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守順子
都テック株式会社0000009651 415-0030 中小企業市内

京都府京都市左京区高野清水町136番地 代表社員 大柿崇
合同会社ＭＡＫＥ‐ＯＮＥ0000023574 746-2154 中小企業市内

京都府京都市左京区一乗寺葉山町15-6 代表取締役 森下征也
有限会社森真0000010531 723-0405 中小企業市内

京都府京都市西京区松尾東ノ口町１８‐９ 山下俊彦
山彦造園0000022872 394-3487 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町196番地の1 代表取締役 山本敏裕
株式会社山本清掃0000008636 623-5555 中小企業市内

京都府京都市左京区大原戸寺町285 代表取締役 西川惣一郎
有限会社ユウキ0000003437 708-8616 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路千両松町43番地の15 代表取締役 中川和彦
株式会社友邦0000021620 075-604-6644 中小企業市内

京都府京都市下京区朱雀宝蔵町28-1 代表取締役 廣田延夫
株式会社夢工房0000015389 311-0362 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂北村町271 代表取締役 米山淳史
ライマー株式会社0000021621 874-2109 中小企業市内
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京都府京都市上京区河原町通東入ル宮垣町91-102 代表取締役 角英嗣
株式会社Ｌｅａｄ0000021773 708-5395 中小企業市内

京都府京都市北区上賀茂津ノ国町６番地１２ 代表社員 松尾幸治
合同会社ＲＥＡＬ・ＦＯＲＣＥ0000023381 080-5631-6000 中小企業市内
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京都府京都市 南区西九条 東島町17番地11 代表取締役 滝西泰勲
アーキスプランニング株式会社0000007627 693-0366 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579番地 五条堀川ビル２階 代表取締役 永野正
ＡＬＳＯＫ京滋株式会社0000010129 361-5151 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院山王町43番地2・110号 代表取締役 金本鉄守
アルファテック株式会社0000017474 090-3359-7719 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表取締役 鈴山勝久
イーライフ有限会社0000015837 623-2500 中小企業市内

京都府京都市山科区東野中井ノ上町13番地17 代表取締役 北村義匡
エムアイディ株式会社0000016818 502-3300 中小企業市内

京都府京都市南区西九条東島町63-1 代表取締役 青木信明
エムケイ株式会社0000003241 555-3132 中小企業市内

オリックス・ファシリティーズ株 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町99番地 代表取締役 深谷健司
0000003974 841-7550 中小企業市内式会社

キョート・パーフェクト・ガード 京都府京都市中京区河原町通竹屋町上る大文字町238番地1 エースビル302号 代表取締役 田原正基
0000020553 241-0101 中小企業市内株式会社

キョート・パラマウント・ギャラ 京都府京都市南区上鳥羽堀子町81番地4 代表取締役 三村嘉洋
0000020554 681-0005 中小企業市内ンティー株式会社

京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町675番地の1 代表取締役 石川 哲朗
協栄ビル管理株式会社0000001114 255-0115 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表理事 藤野祐司
京都警備業協同組合0000022884 603-3999 中小企業市内

株式会社京都ダイケンビルサービ 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 代表取締役 長尾正洋
0000013998 342-2611 中小企業市内ス

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター406号 代表理事 森本哲郎
京都ビルメンテナンス協同組合0000009482 314-0231 中小企業市内

京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町31番地 代表取締役社長 朝田華美
近建ビル管理株式会社0000003527 761-2126 大企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町４丁目56番1号 代表取締役 夏山壮
クニヤＳＧ有限会社0000022324 585-6505 中小企業市内

京都府京都市右京区西京極北裏町27番地5 代表取締役 川島忠義
株式会社グローバル0000001283 312-7988 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦安井松本町14番地36 代表取締役 坂田耕一
有限会社ケイエスガード0000010128 813-1088 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町5丁目42番地 代表取締役 佐貫將一
株式会社コーエーピービーエム0000002900 641-4661 中小企業市内

京都府京都市山科区川田欠ノ上10番地 ＡＩＮＩビル内2階 代表取締役 森山浩司
国土警備保障株式会社0000012747 582-8000 中小企業市内

京都府京都市東山区三条通白川橋東六丁目今道町250番地の5 代表取締役 大島伸二
株式会社コトナ0000008697 751-8486 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0028 警備
0001 常駐警備

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市山科区西野櫃川町39番地10 代表取締役 河村直正
ＧＯＫＥＮ株式会社0000005653 682-3008 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田久保町9番地の1 代表取締役 福本煕良
三洋警備保障株式会社0000008938 645-3400 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター 代表理事 堀田政美
新京都メンテナンス業協同組合0000004639 744-1020 中小企業市内

京都府京都市中京区衣棚通夷川下ル竪大恩寺町735番2 代表取締役 新正義
株式会社新生商会0000000921 222-0415 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生高樋町３１番地１ 代表取締役 上山勲
株式会社新日本警備保障0000023373 813-5655 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生相合町25番4の101 代表取締役 榎司
株式会社ＪＥＳＳ0000022678 090-3039-0838 中小企業市内

株式会社ジャパンファシリティー 京都府京都市中京区御池通西洞院東入る橋之町741番地3 イトーピア上田御池ビル5階502 代表取締役 伊藤賢相
0000022347 744-0375 中小企業市内 号サービス

京都府京都市右京区太秦川所町7番地100 代表取締役 滋野好史
株式会社浄美社0000004045 871-3623 大企業市内

京都府京都市 右京区太秦 森ケ東町18番地 代表取締役 榎司
株式会社スイトピア0000018706 881-6162 中小企業市内

京都府京都市山科区勧修寺東出町７９番地 代表取締役 高木正徳
スリーエス・パトロール株式会社0000022868 573-3388 中小企業市内

京都府京都市南区東九条宇賀辺町18-1 代表取締役 小村修平
セキュリティワールド株式会社0000017178 672-1515 中小企業市内

全日本パトロール警備保障株式会 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町680番地1 第八長谷ビル6階 代表取締役社長 宇多雅詩
0000015306 344-0005 中小企業市内社

京都府京都市伏見区小栗栖石川町58-1 エルパティオ桃山東302 代表取締役 戴鋼
タイコウ株式会社0000019996 748-6151 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

京都府京都市左京区下鴨宮崎町1番地の26 代表取締役 山本紘士
株式会社タクミサービス0000003647 466-5100 中小企業市内

株式会社ダイワ・セキュリティー 京都府京都市西京区樫原下ノ町23番地3 代表取締役 中井敬藏
0000011740 382-2322 中小企業市内・システム

京都府京都市右京区西院清水町65番地の4 代表取締役 吉川心太郎
株式会社中央保健工業社0000008135 315-2340 中小企業市内

京都府京都市下京区仏光寺通大宮西入坊門町809番1 代表取締役 木山朋子
株式会社ティーエーシー0000003760 801-3116 中小企業市内

ＮＩＳＳＨＡビジネスサービス株 京都府京都市中京区壬生花井町3番地 代表取締役 西田昌弘
0000016464 823-5118 中小企業市内式会社

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0028 警備
0001 常駐警備

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市南区上鳥羽勧進橋町10番地 代表取締役 吉松紀代
株式会社パイオニアガード0000004678 662-1799 中小企業市内

京都府京都市伏見区向島二ノ丸町３８７番地 代表取締役 皇甫栄
株式会社ファースト0000023126 604-1110 中小企業市内

京都府京都市伏見区竹田中川原町58-18 代表取締役 成宮香緒里
有限会社富士警備保障0000010216 644-8588 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京勧学院町1番地38 代表取締役 中川和将
株式会社プラス0000022514 823-3751 中小企業市内

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

京都府京都市右京区西院六反田町31番地4 代表取締役 藤木輝幸
株式会社丸起0000001434 323-3333 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通中立売上ル福大明神町119番地の1 代表取締役 渡守仁
都総合管理株式会社0000001859 415-0001 中小企業市内

京都府京都市中京区西ノ京御輿岡町25番地の16 イリアスビル2Ｆ 代表取締役 田坂幾太
株式会社ライジング0000009991 464-2626 中小企業市内

京都府京都市上京区堀川通上立売上ル竹屋町584番地 代表取締役 宮下永吉
有限会社ライフガード0000008638 414-2933 中小企業市内

京都府京都市伏見区納所星柳18-1 代表取締役 仁木良美
有限会社洛陽建設0000001504 874-5472 中小企業市内

京都府京都市中京区二条通り高倉東入ル観音町72-1番地 代表取締役 矢口満子
和光建物総合管理株式会社0000000917 222-0110 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0028 警備
0002 機械警備

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市左京区聖護院山王町43番地2・110号 代表取締役 金本鉄守
アルファテック株式会社0000017474 090-3359-7719 中小企業市内

京都府京都市伏見区中島中道町61番地 代表理事 藤野祐司
京都警備業協同組合0000022884 603-3999 中小企業市内

京都府京都市 山科区上野 御所ノ内町16番地の10 代表取締役 山田哲士
京都シティ開発株式会社0000017582 501-2702 中小企業市内

京都府京都市中京区壬生坊城町25番地 第１正美堂ビル611 代表取締役 渡守恵理子
株式会社シャイン0000021315 777-9111 中小企業市内

京都府京都市右京区太秦川所町7番地100 代表取締役 滋野好史
株式会社浄美社0000004045 871-3623 大企業市内

全日本パトロール警備保障株式会 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町680番地1 第八長谷ビル6階 代表取締役社長 宇多雅詩
0000015306 344-0005 中小企業市内社

京都府京都市伏見区深草西浦町２丁目31-9 代表取締役 水谷泰介
株式会社泰晟トラスト0000022852 644-7464 中小企業市内

ＮＩＳＳＨＡビジネスサービス株 京都府京都市中京区壬生花井町3番地 代表取締役 西田昌弘
0000016464 823-5118 中小企業市内式会社

株式会社ホームズホールディング 京都府京都市北区紫野上御所田町64番地 代表取締役 柏原優一
0000022578 366-6676 中小企業市内ス

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0030 電車車輌製造
0001 電車車輌製造

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市伏見区羽束師古川町246の1 代表取締役 高木正司
高木金属株式会社0000022906 933-4775 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0031 電車車輌内装
0001 電車車輌内装

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市左京区聖護院円頓美町21 代表取締役社長 網田知邦
アミタ株式会社0000022620 761-0141 中小企業市内

京都府京都市 中京区壬生 坊城町65番地 代表取締役 木村拓馬
木村工業有限会社0000018070 662-2255 中小企業市内

京都府京都市 西京区御陵大枝山町 １丁目12-4 代表取締役 中村重廣
京洛工芸株式会社0000019874 332-8245 中小企業市内

京都府京都市北区平野宮西町105番地 取締役社長 佐藤貴彦
株式会社佐藤喜代松商店0000015912 461-9120 中小企業市内

京都府京都市伏見区羽束師古川町246の1 代表取締役 高木正司
高木金属株式会社0000022906 933-4775 中小企業市内

（京都府）京都府京都市右京区西院平町25 ライフプラザ西大路四条 代表取締役 龍村育
株式会社龍村美術織物0000018121 325-5580 中小企業市内 （関西店長 武村恭志）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0033 電車車両用装置
0001 電車車両用装置

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市右京区西院平町拾番地 代表取締役 井上雅文
株式会社大黒商会0000008094 311-3320 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0034 レール
0001 レール

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市伏見区菱屋町667番地 代表取締役 上月政彦
株式会社京都コウヅキ0000021962 622-0755 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0035 軌道用品
0001 軌道用品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（京都府）京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町612番地 四条烏丸ビル7階 代表取締役 河本英典
綾羽株式会社0000009425 221-5080 中小企業市内

（部長 冨田丈郎）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0037 鉄道設備機器・管理
0001 鉄道設備機器・管理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市山科区安朱中小路町15番地の4 代表取締役 中山誠昇
京都地下鉄整備株式会社0000008319 502-9001 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市左京区北白川西伊織町１４ 代表取締役 石田博喜
株式会社電竜社0000003652 781-3048 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路草津町26番地の5 代表取締役 大東和弘
明京産業株式会社0000008359 601-8102 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院西浦町49番地の1 代表取締役 山本真加津
株式会社山本製作所0000022606 681-7344 中小企業市内

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市内
0040 上下水道用資材・器材
0001 上下水道用資材・器材

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京都市下京区西洞院通佛光寺上る綾西洞院町758番地 代表取締役 淺井柳三
株式会社淺井商店0000001548 341-9211 中小企業市内

京都府京都市下京区五条通猪熊東入柿本町618番地 代表取締役 井尻則彦
株式会社井尻商会0000022907 801-3221 中小企業市内

京都府京都市右京区京北下中町経田7-4 代表取締役 大栢喜久夫
有限会社いそべ電気0000011725 854-0536 中小企業市内

イワモトエンジニアリング株式会 京都府京都市北区小山西元町47番地2 代表取締役 藤原和正
0000002158 492-7771 中小企業市内社

京都府京都市中京区押小路通釜座東入る上松屋町710番地の3 代表取締役 上坂高章
株式会社上田屋0000001163 256-3900 中小企業市内

京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番地53 代表取締役 梅原智絵
有限会社梅原金属工業0000002185 050-7100-0359 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路畔ノ内46番地3 代表取締役 大住明弘
株式会社ＡＢＣ0000019509 605-0744 中小企業市内

京都府京都市右京区西院坤町106番地の1･106番地の2 代表取締役 太田靖久
太田電気工業株式会社0000001181 311-0249 中小企業市内

京都府京都市左京区田中大堰町84番地 代表取締役 中山信一郎
鳳電気土木株式会社0000003732 791-8121 中小企業市内

京都府京都市南区西九条豊田町4 代表取締役 大井祥吾
株式会社大宮ポンプ製作所0000018602 661-0681 中小企業市内

京都府京都市南区唐橋堂ノ前町四拾五番地 代表取締役 笠井健司
笠井鋳工株式会社0000008090 075-671-5151 中小企業市内

京都府京都市 右京区西京極 北大入町113番地 代表取締役 川本貴博
株式会社川本商店0000017356 313-1112 中小企業市内

京都府京都市左京区修学院中林町1番地 代表取締役 神田拓哉
株式会社神田設備0000003667 781-4513 中小企業市内

京都府京都市上京区仁和寺街道七本松東入一番町97番地 代表取締役 中島耕史
京極社株式会社0000020920 334-5933 中小企業市内

（京都府）京都府京都市南区吉祥院稲葉町31番地1 代表取締役 中村和彦
京都和光純薬株式会社0000003055 661-3591 中小企業市内 （所長 水嶋幸司）

京都府京都市 南区久世 殿城町280番地の1 代表取締役 竹崎幸生
京洛機電株式会社0000018149 931-1728 中小企業市内

京都府京都市山科区大宅御供田町193番地4 代表取締役社長 山田健
桐田機工株式会社0000005482 501-5481 中小企業市内

京都府京都市山科区大塚丹田32番地5 代表取締役 梅原功
株式会社京滋機械工業0000018280 582-8901 中小企業市内

京都府京都市南区東九条河西町31-3 代表取締役 慶山龍吉
株式会社ケイヤマ商店0000015662 662-2805 中小企業市内

京都府京都市右京区梅津堤下町32 代表取締役 杉本雅彦
杉本商事株式会社0000008608 872-4777 中小企業市内
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京都府京都市右京区京北周山町下太田34番地の1 代表 高山武雄
高山建材店0000011764 852-0262 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院落合町14番地4 代表取締役 田中久喜
株式会社田中ポンプ工業所0000006534 693-8841 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院石原町21番地12 代表取締役 大内良平
株式会社大伸0000018350 932-2155 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院池田町3番1 代表取締役 山本尚樹
大和エンジニアリング株式会社0000012894 661-4766 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路柿ノ本町12番地1 代表取締役 田野中敏晃
東洋濾水機株式会社0000002623 601-5206 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町四丁目60番地の3 代表取締役 富永秀雄
株式会社富永建設0000002918 641-7695 中小企業市内

京都府京都市南区西九条菅田町29番地 代表取締役 向井正明
日本設備工業株式会社0000003255 682-5152 中小企業市内

京都府京都市西京区上桂北ノ口町243番地 代表取締役 長谷川良樹
株式会社紅屋0000022354 381-0088 中小企業市内

京都府京都市上京区浄福寺通今出川上ル有馬町183 代表取締役 松村祐一
株式会社松村0000001905 432-4116 中小企業市内

京都府京都市伏見区深草西浦町四丁目５５番地 代表取締役 神谷秀男
ムツミ商事株式会社0000005899 642-1555 中小企業市内

京都府京都市伏見区横大路草津町26番地の5 代表取締役 大東和弘
明京産業株式会社0000008359 601-8102 中小企業市内

京都府京都市南区吉祥院西浦町49番地の1 代表取締役 山本真加津
株式会社山本製作所0000022606 681-7344 中小企業市内

京都府京都市南区東九条明田町9 代表取締役 本田和也
株式会社山和商店0000008233 681-8761 中小企業市内
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東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

（群馬県）大阪府大阪市中央区島之内１丁目17-12 代表取締役 今井久登
株式会社アイ・ディー・エー0000007755 06-6563-7544 中小企業府外

（事業部長 黒岩玄）

（滋賀県）京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391 第10長谷ビル4F 代表取締役 谷口彰
アインズ株式会社0000001659 353-7383 中小企業府外 （所長 藤澤成倫）

大阪府大阪市中央区谷町7丁目5番1号 代表取締役 伊丹修司
アサミ情報システム株式会社0000000595 06-6762-0051 中小企業府外

東京都大田区西六郷４丁目34番12号 代表取締役 鶴森康史
アットホーム株式会社0000017284 03-3580-7134 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区上鳥羽角田町72番地 代表取締役 石川敬一
石川特殊特急製本株式会社0000018695 693-5838 中小企業府外 （京都支店長（次長） 山口勝也）

（東京都）東京都中野区中央3丁目24番9号 代表取締役社長 村田和也
NTTタウンページ株式会社0000021116 03-6279-3097 大企業府外

（取締役ソリューション営業部長 井上登晃）

（東京都）東京都港区新橋６丁目17番19号 代表取締役社長 坂井忠之
オフィス・メディア株式会社0000009163 03-3438-5581 中小企業府外

（チームマネージャー 小泉啓）

東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2番地34 代表取締役 小池好子
株式会社会議録研究所0000009002 03-3267-6051 中小企業府外

（奈良県）京都府京都市上京区中立売通日暮東入新白水丸町462-32 ドミール新白水丸10 代表取締役社長 中村信也
株式会社春日0000015357 417-5577 中小企業府外 1 （支店長 増井淳太）

愛知県名古屋市千種区日和町5丁目3番地 本山日和町ヒルズ3階 代表理事 佐渡治彦
一般社団法人カリエーレ・コムサ0000023623 090-1759-4631 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区瓦町４丁目５番９号 代表取締役 鷲尾修司
株式会社ガスネット0000000233 06-6204-5055 中小企業府外 （吉村和也）

（滋賀県）京都府京都市左京区聖護院円頓美町11番地10 代表取締役 梶雅弘
キタイ設計株式会社0000007564 762-2150 大企業府外

（所長 内藤秀俊）

キヤノンマーケティングジャパン （東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目 2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役 足立正親
0000023638 06-7739-2047 大企業府外 ト （支店長 北岡康人）株式会社

福岡県福岡市中央区天神一丁目4-2 代表取締役 山岡武海
株式会社ＱＴｍｅｄｉａ0000023411 092-726-2805 中小企業府外

株式会社キョウエイアドインター （東京都）京都府京都市中京区烏丸通四条上る笋町691番地 りそな京都ビル8階 代表取締役 廣瀬勝巳
0000017302 585-5050 大企業府外 （所長 森野修）ナショナル

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町651-1 第14長谷ビル１階 代表取締役 渡辺浩基
キンコーズ・ジャパン株式会社0000013093 213-6802 大企業府外 （店長 上田栄一）

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町637 第五長谷ビル3階 代表取締役社長 清水勇宏
株式会社近宣0000001517 341-1538 中小企業府外 （支社長 田中武志）

東京都墨田区両国4-37-2 TKF会館5F 代表取締役 佐野竜太
株式会社魚雷映蔵0000022020 03-5637-8310 中小企業府外

株式会社ケイエスティープロダク 京都府向日市上植野町桑原12番地の9 代表取締役 時岡伸行
0000017207 933-2555 中小企業市外ション
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（愛知県）京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579 五条堀川ビル501号室 代表取締役 青山英生
ケイティケイ株式会社0000015038 354-7110 大企業府外

（所長 船越威宏）

（香川県）大阪府大阪市北区南森町2丁目1番29号 三井住友銀行南森町ビル4F 代表取締役 平井周三
株式会社広真0000023397 06-6940-0991 中小企業府外

（営業１部主任 松尾国明）

大阪府大阪市北区梅田3丁目4番5号 毎日新聞ビル6階 代表取締役社長 橋本伸一
株式会社高速オフセット0000008342 06-6346-2800 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市西区西本町2丁目3-10 代表取締役 大須賀健
コニカミノルタジャパン株式会社0000018268 06-6110-0633 大企業府外 （官公庁営業部長 畑山雄一）

（愛知県）京都府京都市下京区西洞院通五条下る小柳町513-2 五条久保田ビル8階 代表取締役 小林友也
小林クリエイト株式会社0000003096 354-8090 中小企業府外 （所長 加藤剛士）

（東京都）京都府京都市伏見区竹田段川原町225 代表取締役 小沼宏行
株式会社サトー0000009225 275-4162 大企業府外 （支店長 立田大典）

広島県広島市 西区楠木町 １丁目2‐5 代表取締役 大多和康顕
山陽マーク株式会社0000017444 082-503-8899 中小企業府外

新潟県新発田市住田97番地 代表取締役 坂井雅之
昭栄印刷株式会社0000023135 0254-39-6000 中小企業府外

愛知県名古屋市 中区栄 １丁目23番20号 代表取締役社長 星謙一郎
新日本法規出版株式会社0000017475 06-6942-5221 大企業府外

株式会社ＪＲ西日本コミュニケー （大阪府）京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入ル東塩小路町614 新京都センタービル8 代表取締役社長 野中雅志
0000009028 361-6180 中小企業府外 F （京都支社長 北川義洋）ションズ

（東京都）大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号 中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ19F 代表取締役社長 赤石良治
株式会社ジェイアール東日本企画0000022848 06-7663-1300 大企業府外 （上級執行役員・関西支社長 稲葉耕一）

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上る２丁目富永町338 京阪四条河原町ビル7 代表取締役社長執行役員 山北栄二郎
株式会社ＪＴＢ0000013942 365-7724 大企業府外 階 （支店長 上山裕之）

東京都港区虎ノ門一丁目21番17号 代表取締役ＣＥＯ 中島直樹
株式会社ＪＰメディアダイレクト0000023571 03-5157-6071 大企業府外

大阪府大阪市中央区北浜1-5-8 代表取締役 馬場雅也
株式会社宣成社0000015324 06-6222-6888 中小企業府外

京都府城陽市観音堂甲畑63 代表取締役 武田浩志
タケダ印刷株式会社0000018967 0774-53-3643 中小企業市外

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

（大阪府）京都府京都市上京区河原町通丸太町上ル桝屋町354番地2 代表取締役 稲垣雅史
大毎広告株式会社0000009555 320-4220 中小企業府外 （支社長 上山均）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

大阪府大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 大手前センタービル１０階 代表取締役 恩田宏紀
株式会社テーク・ワン0000023380 06-6944-7577 中小企業府外

（埼玉県）東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号 代表取締役社長 中西祐畿
株式会社ＤＮＰデータテクノ0000022030 03-6735-0577 中小企業府外 （本部長 土屋勝史）
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（東京都）京都府京都市下京区二帖半敷町647 オンリー烏丸ビルengawaKYOTO 代表取締役社長執行役員 榑谷典洋
株式会社電通0000008216 366-4946 大企業府外

（関西第1ビジネスプロデュース局長前川隆弘）

（東京都）大阪府大阪市生野区桃谷一丁目3番23号 代表取締役 井上善雄
株式会社巴川製紙所0000022040 06-6717-8000 中小企業府外

（所長 植村龍一）

大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番18号 代表取締役 安本知治
株式会社トラフィックス0000023656 06-6445-9230 中小企業府外

福岡県大野城市川久保 ３丁目1番23号 代表取締役 松浦豊喜
株式会社ニック0000017322 092-504-2489 中小企業府外

東京都豊島区高田２丁目17番22号 代表取締役会長 山城由紀雄
株式会社日本ドリコム0000021559 03-6746-0050 中小企業府外

愛知県名古屋市千種区青柳町5丁目6番地 代表取締役 平林貴
ＨＡＲＶＥＹ株式会社0000021106 052-744-1760 中小企業府外

阪急阪神マーケティングソリュー 大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号 代表取締役社長 三宅良明
0000022621 06-6373-6805 中小企業府外ションズ株式会社

滋賀県大津市浜大津１丁目1番13号 代表取締役 松室六兵衛
株式会社ハン六0000016009 077-525-0806 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 代表取締役 島村秀樹
株式会社パスコ0000007301 257-8930 大企業府外 （支店長 近藤征博）

パソナ・パナソニックビジネスサ 大阪府大阪市中央区北浜東4番33号 北浜ネクスビル 代表取締役社長 佐野克也
0000023691 06-6910-1380 中小企業府外ービス株式会社

大阪府東大阪市永和3丁目18番15号 代表取締役 平元良一
株式会社平元商会0000008209 06-6784-8081 中小企業府外

滋賀県大津市打出浜3番50号 代表取締役 藤野誠
ビジネスサービス株式会社0000023567 077-525-8078 中小企業府外

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

株式会社プロスパー・コーポレー 大阪府大阪市北区西天満5丁目13番3号 高橋ビル北3号館3F 代表取締役社長 久保明彦
0000014557 06-6366-0033 中小企業府外ション

大阪府枚方市春日西町二丁目２７番２８号 代表取締役 野々宮英一郎
豊栄産業株式会社0000023371 072-859-3906 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10 京都ダイヤビル7F 代表取締役 土屋芳明
株式会社マイナビ0000022855 212-8321 大企業府外 （支社長 中尾哲弥）

東京都新宿区西新宿７丁目１番１０号 代表取締役 柳沢知秀
株式会社マックスサポート0000023335 03-6279-4923 中小企業府外

大阪府大阪市城東区野江１丁目16番4号 代表取締役 藤原信治
水三島紙工株式会社0000020223 06-6932-1261 中小企業府外

兵庫県神戸市東灘区甲南町4丁目4番7号 代表取締役 前田耕佐
株式会社ミングアップ0000023420 632-8626 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区上本町８丁目2番1号 代表取締役 中村武志
株式会社モンド企画0000022228 06-6775-7888 中小企業府外
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（大阪府）京都府京都市伏見区竹田向代町川町29-16 代表取締役社長 城戸礼子
株式会社ヤマガタ0000018231 693-7031 大企業府外

（支店長 北孝太郎）

兵庫県伊丹市中野西1-147-1-18 代表取締役 福原順子
Ｌａｙ企画出版株式会社0000018240 072-767-7922 中小企業府外

大阪府大阪市北区天神橋三丁目3番3号 南森町イシカワビル４階 代表取締役社長 南治雄
株式会社ワードワープ0000016728 06-6352-2724 中小企業府外
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東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

（群馬県）大阪府大阪市中央区島之内１丁目17-12 代表取締役 今井久登
株式会社アイ・ディー・エー0000007755 06-6563-7544 中小企業府外

（事業部長 黒岩玄）

（滋賀県）京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391 第10長谷ビル4F 代表取締役 谷口彰
アインズ株式会社0000001659 353-7383 中小企業府外 （所長 藤澤成倫）

（山口県）大阪府大阪市東成区東小橋１丁目18番10号 代表取締役 赤坂徳靖
赤坂印刷株式会社0000015332 06-6974-0190 中小企業府外 （支店長 赤坂尚亮）

（東京都）大阪府吹田市垂水町3丁目35番31号 代表取締役社長 加藤浩士
朝日航洋株式会社0000008170 06-6338-3321 大企業府外 （支社長 福本博史）

大阪府大阪市生野区桃谷１丁目3番23号 代表取締役 中田知宏
アサヒプリンティング株式会社0000019291 06-6711-0116 中小企業府外

京都府長岡京市勝竜寺蔵道8番地 代表取締役 北郷雄二
旭リスター株式会社0000002890 925-7701 中小企業市外

大阪府大阪市中央区谷町7丁目5番1号 代表取締役 伊丹修司
アサミ情報システム株式会社0000000595 06-6762-0051 中小企業府外

愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目1310番地 代表取締役 西村竹松
アシスト株式会社0000016741 052-908-0020 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地 （明治安田生命京都ビ 代表取締役 畠山仁
アジア航測株式会社0000001109 254-0447 大企業府外 ル7Ｆ） （支店長 土川忠士）

東京都大田区西六郷４丁目34番12号 代表取締役 鶴森康史
アットホーム株式会社0000017284 03-3580-7134 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区生玉町3番10号 取締役社長 杉本昌弘
株式会社アド近鉄0000005540 06-6774-5400 中小企業府外

大阪府大阪市西区阿波座1丁目3番15号 JEI西本町ビル7階 代表取締役社長 大嶋禎
株式会社アド・ダイセン0000022273 06-6534-2212 中小企業府外

神奈川県鎌倉市大船2丁目14番13号 代表取締役 毛藤国彦
株式会社アボック社0000012816 0467-45-5119 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区上鳥羽角田町72番地 代表取締役 石川敬一
石川特殊特急製本株式会社0000018695 693-5838 中小企業府外 （京都支店長（次長） 山口勝也）

（大阪府）大阪府大阪市中央区難波五丁目1番60号 代表取締役 井村優
株式会社イムラ0000009699 06-6586-6423 大企業府外 （部長 清田隆利）

株式会社インター・ビジネス・ネ 東京都港区南青山5-12-6 青山第二和田ビル6F 代表取締役 立川雅一
0000022206 03-4335-9600 中小企業府外ットワークス

（静岡県）大阪府大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館4階 代表取締役 土屋康一
株式会社エイエイピー0000017364 06-6365-1671 中小企業府外 （支店長 谷田康治）

（東京都）兵庫県尼崎市御園町24番地 代表取締役 橘義規
株式会社エイテック0000007446 06-4869-3321 大企業府外 （支社長 久川真史）

株式会社エヌエスイーエデュケー 大阪府大阪市北区西天満四丁目7番13号 新老松ビル1階12号室 代表取締役 砂田裕章
0000022673 06-6313-2700 中小企業府外ション
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（東京都）東京都中野区中央3丁目24番9号 代表取締役社長 村田和也
NTTタウンページ株式会社0000021116 03-6279-3097 大企業府外

（取締役ソリューション営業部長 井上登晃）

大阪府大阪市北区天満一丁目9番19号 代表取締役 西井幾雄
株式会社ＮＰＣコーポレーション0000021083 06-6351-7271 中小企業府外

（静岡県）大阪府吹田市穂波町11-36 代表取締役 三枝清
株式会社遠興0000022605 06-6385-5211 中小企業府外 （所長 山田大輔）

大阪府大阪市西淀川区百島１丁目3番78号 代表取締役 成田節夫
大阪書籍印刷株式会社0000021964 06-6476-3324 中小企業府外

滋賀県大津市月輪１丁目9番33号 代表取締役 堀口正徳
大津紙業写真印刷株式会社0000018132 077-544-0190 中小企業府外

（愛媛県）京都府京都市南区西九条開ケ町39-313 代表取締役 平山計介
株式会社乙媛印刷社0000011830 662-0332 中小企業府外 （所長 宮本宏昭）

（東京都）東京都港区新橋６丁目17番19号 代表取締役社長 坂井忠之
オフィス・メディア株式会社0000009163 03-3438-5581 中小企業府外

（チームマネージャー 小泉啓）

（奈良県）京都府京都市上京区中立売通日暮東入新白水丸町462-32 ドミール新白水丸10 代表取締役社長 中村信也
株式会社春日0000015357 417-5577 中小企業府外 1 （支店長 増井淳太）

愛知県名古屋市千種区日和町5丁目3番地 本山日和町ヒルズ3階 代表理事 佐渡治彦
一般社団法人カリエーレ・コムサ0000023623 090-1759-4631 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町596番地 エスメラルダ709 代表取締役 谷口智之
株式会社かんこう0000007326 075-746-7606 中小企業府外 （支店長 松田昌之）

大阪府高槻市芝生町２丁目52番10号 代表取締役 阿部陽
株式会社カンプリ0000015709 072-679-4300 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市左京区聖護院円頓美町11番地10 代表取締役 梶雅弘
キタイ設計株式会社0000007564 762-2150 大企業府外 （所長 内藤秀俊）

株式会社キョウエイアドインター （東京都）京都府京都市中京区烏丸通四条上る笋町691番地 りそな京都ビル8階 代表取締役 廣瀬勝巳
0000017302 585-5050 大企業府外

（所長 森野修）ナショナル

（大阪府）京都府久世郡久御山町栄二丁目1番204 代表取締役社長 加藤伸一
共同印刷西日本株式会社0000008197 0774-41-1231 中小企業府外

（営業所長 柘植高志）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町651-1 第14長谷ビル１階 代表取締役 渡辺浩基
キンコーズ・ジャパン株式会社0000013093 213-6802 大企業府外 （店長 上田栄一）

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町637 第五長谷ビル3階 代表取締役社長 清水勇宏
株式会社近宣0000001517 341-1538 中小企業府外 （支社長 田中武志）

（東京都）大阪府大阪市中央区谷町三丁目1番9号 代表取締役社長 成吉弘次
株式会社ぎょうせい0000007298 06-4790-9351 大企業府外 （支社長 清水恭二）

東京都墨田区両国4-37-2 TKF会館5F 代表取締役 佐野竜太
株式会社魚雷映蔵0000022020 03-5637-8310 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区本町2丁目1番6号 代表取締役 倉本朝晴
株式会社倉本産業0000000372 06-6734-3110 中小企業府外 （支店長 森田克正）

株式会社ケイエスティープロダク 京都府向日市上植野町桑原12番地の9 代表取締役 時岡伸行
0000017207 933-2555 中小企業市外ション
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（愛知県）京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579 五条堀川ビル501号室 代表取締役 青山英生
ケイティケイ株式会社0000015038 354-7110 大企業府外

（所長 船越威宏）

（大阪府）京都府京都市中京区天神山町280番地 石勘ビル5F-18 取締役社長 中妻裕司
株式会社京阪エージェンシー0000000201 708-5775 中小企業府外

（所長 原園浩明）

大阪府寝屋川市高宮栄町11番10号 代表取締役 長元良二
株式会社京阪工技社0000009016 06-6951-5803 中小企業府外

京都府亀岡市追分町大堀71番地 代表取締役 石川直史
有限会社ゲームアンドチャイルド0000021631 0771-25-1557 中小企業市外

東京都墨田区両国一丁目12番8号 代表取締役 中野茂季
株式会社現代けんこう出版0000014567 03-3846-1088 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番20号 代表取締役 森内康之
株式会社コーユービジネス0000000842 06-6263-2412 中小企業府外 （所長 西村宜晃）

（東京都）大阪府大阪市中央区高麗橋４丁目1-1 興銀ビル２階 代表取締役 根岸千尋
株式会社広済堂ネクスト0000000613 06-7178-0530 大企業府外

（代表取締役 根岸千尋）

（香川県）大阪府大阪市北区南森町2丁目1番29号 三井住友銀行南森町ビル4F 代表取締役 平井周三
株式会社広真0000023397 06-6940-0991 中小企業府外

（営業１部主任 松尾国明）

大阪府大阪市北区梅田3丁目4番5号 毎日新聞ビル6階 代表取締役社長 橋本伸一
株式会社高速オフセット0000008342 06-6346-2800 中小企業府外

兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目3番8号 代表取締役 藤岡亮介
神戸綜合速記株式会社0000009210 078-321-2522 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上ル二丁目富永町338 （京阪四条河原町ビ 代表取締役社長 土方聡
国際航業株式会社0000007320 351-0530 大企業府外 ル） （支店長 芳本有正）

（埼玉県）埼玉県桶川市赤堀一丁目30番地 代表取締役社長 中之庄幸三
国際チャート株式会社0000008324 048-728-8314 中小企業府外 （取締役営業統括部長 曽志崎稔）

（愛知県）京都府京都市下京区西洞院通五条下る小柳町513-2 五条久保田ビル8階 代表取締役 小林友也
小林クリエイト株式会社0000003096 354-8090 中小企業府外

（所長 加藤剛士）

東京都文京区本郷二丁目27番18号 代表取締役 菅原健次
株式会社コンヴィヴ0000000128 03-3818-4670 中小企業府外

埼玉県秩父市下影森4057番地11 代表取締役 岸本穂
有限会社サイシン公告0000023099 0494-24-3995 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目3番15号 代表取締役 村田吉優
株式会社サイネックス0000018270 06-6766-3363 大企業府外

京都府向日市森本町戌亥5番地の3 代表取締役会長ＣＥＯ 木下宗昭
佐川印刷株式会社0000018535 933-8081 中小企業市外

（東京都）京都府京都市伏見区竹田段川原町225 代表取締役 小沼宏行
株式会社サトー0000009225 275-4162 大企業府外 （支店長 立田大典）

大阪府大阪市此花区西九条2丁目14番6号 代表取締役社長 津田衛
サンケイ総合印刷株式会社0000016520 06-6462-1951 中小企業府外

（岐阜県）京都府京都市下京区西洞院通七条下る東塩小路町607-10 サンプレ京都ビル５ 代表取締役社長 田中尚一郎
サンメッセ株式会社0000014552 366-0124 大企業府外 階 （所長 三木幸彦）
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広島県広島市 西区楠木町 １丁目2‐5 代表取締役 大多和康顕
山陽マーク株式会社0000017444 082-503-8899 中小企業府外

大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番30号 ＯＡＰタワー20階 代表取締役 山下英昭
ザ・パック株式会社0000018946 06-4967-1221 大企業府外

静岡県静岡市葵区竜南一丁目15番5号 代表取締役 山下春樹
株式会社シティサポート0000023144 054-248-2288 中小企業府外

東京都千代田区神田猿楽町1-5-18 千代田ビル 代表取締役 高本哲史
株式会社社会保険出版社0000009234 03-3291-9841 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市生野区桃谷一丁目3番23号 代表取締役 山口正明
昌栄印刷株式会社0000008452 06-0617-1171 中小企業府外 （マネージャー 岡田貴司）

新潟県新発田市住田97番地 代表取締役 坂井雅之
昭栄印刷株式会社0000023135 0254-39-6000 中小企業府外

東京都千代田区麹町三丁目1番地 代表取締役 黒田茂夫
株式会社昭文社0000008605 03-3556-8154 大企業府外

愛知県名古屋市 中区栄 １丁目23番20号 代表取締役社長 星謙一郎
新日本法規出版株式会社0000017475 06-6942-5221 大企業府外

東京都豊島区要町3丁目36番3号 代表取締役 鈴木栄
株式会社シンリョウ0000020152 03-3973-6161 大企業府外

大阪府大阪市東成区東小橋１丁目12-10 代表取締役社長 久門進一郎
シンワシステム株式会社0000000685 06-6978-0200 中小企業府外

株式会社ジェイアール東海エージ （東京都）京都府京都市 南区西九条小寺町7-7 代表取締役社長 厚地純夫
0000022692 606-2466 大企業府外 （京都支社長 上ノ町清）ェンシー

株式会社ＪＲ西日本コミュニケー （大阪府）京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入ル東塩小路町614 新京都センタービル8 代表取締役社長 野中雅志
0000009028 361-6180 中小企業府外 F （京都支社長 北川義洋）ションズ

（東京都）大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号 中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ19F 代表取締役社長 赤石良治
株式会社ジェイアール東日本企画0000022848 06-7663-1300 大企業府外

（上級執行役員・関西支社長 稲葉耕一）

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上る２丁目富永町338 京阪四条河原町ビル7 代表取締役社長執行役員 山北栄二郎
株式会社ＪＴＢ0000013942 365-7724 大企業府外 階 （支店長 上山裕之）

東京都港区虎ノ門一丁目21番17号 代表取締役ＣＥＯ 中島直樹
株式会社ＪＰメディアダイレクト0000023571 03-5157-6071 大企業府外

（兵庫県）大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 ＯＡＰタワー29Ｆ 代表取締役 藤井博美
株式会社ジオテクノ関西0000008006 06-4801-0230 中小企業府外 （所長 田淵文雄）

大阪府大阪市北区豊崎2丁目7番9号 代表取締役 福島真明
株式会社水道産業新聞社0000008218 06-6373-3603 中小企業府外

大阪府大阪市中央区北浜1-5-8 代表取締役 馬場雅也
株式会社宣成社0000015324 06-6222-6888 中小企業府外

（福岡県）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル4F 代表取締役 高山善司
株式会社ゼンリン0000003851 075-812-2250 大企業府外 （所長 池田正史）

京都府城陽市観音堂甲畑63 代表取締役 武田浩志
タケダ印刷株式会社0000018967 0774-53-3643 中小企業市外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0002 印刷（オフセット）
0001 印刷（オフセット）

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

東京都港区南青山二丁目11番17号 代表取締役社長 田中英弥
第一法規株式会社0000008527 03-3404-2251 大企業府外

大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 代表取締役 落合寛司
株式会社大広0000008172 06-7174-8111 大企業府外

大阪府大阪市東成区深江北１丁目15番32号 代表取締役 上平泰輔
株式会社大伸社0000017404 06-6976-5550 中小企業府外

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

（大阪府）京都府京都市上京区河原町通丸太町上ル桝屋町354番地2 代表取締役 稲垣雅史
大毎広告株式会社0000009555 320-4220 中小企業府外 （支社長 上山均）

東京都台東区台東3-29-1 中央法規ビル 代表取締役社長 荘村明彦
中央法規出版株式会社0000009564 03-3834-5816 中小企業府外

（東京都）京都府京都市南区上鳥羽菅田町33 代表取締役 大木信夫
株式会社椿や0000022859 634-9296 中小企業府外

（取締役 松尾尚）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

大阪府大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 大手前センタービル１０階 代表取締役 恩田宏紀
株式会社テーク・ワン0000023380 06-6944-7577 中小企業府外

（埼玉県）東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号 代表取締役社長 中西祐畿
株式会社ＤＮＰデータテクノ0000022030 03-6735-0577 中小企業府外 （本部長 土屋勝史）

（東京都）大阪府門真市三ツ島5-36-1 代表取締役 山本克彦
株式会社ディーエムエス0000020779 072-883-3300 大企業府外 （取締役執行役員大阪支社長 坂本清志）

株式会社ＤＧコミュニケーション （東京都）大阪府大阪市中央区伏見町４丁目4番9号 淀屋橋東洋ビル 代表取締役 鈴木浩一
0000000215 06-6201-2871 中小企業府外 （支社長 小林智雄）ズ

大阪府大阪市鶴見区緑１丁目5番7号 代表取締役 十川吉正
株式会社デジタルマップス0000010180 06-6930-1893 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区二帖半敷町647 オンリー烏丸ビルengawaKYOTO 代表取締役社長執行役員 榑谷典洋
株式会社電通0000008216 366-4946 大企業府外

（関西第1ビジネスプロデュース局長前川隆弘）

株式会社電通プロモーションプラ （東京都）大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役社長執行役員 湯川昌明
0000022642 06-6484-8660 大企業府外 ト （関西支社支社長 木村幹）ス

東京都文京区本駒込2丁目29番22号 代表取締役 田中義紀
株式会社東京法規出版0000000163 03-5977-0300 中小企業府外

（長野県）大阪府大阪市都島区東野田町1-17-12 代表取締役 星沢卓也
東京法令出版株式会社0000004625 06-6355-5226 中小企業府外 （所長 佐波光男）

（大阪府）大阪府大阪市浪速区芦原１丁目3番18号 代表取締役 小川淳
東洋紙業株式会社0000018187 06-6567-5713 大企業府外 （副事業部長 内本昌利）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島２丁目3番18号 中之島フェスティバルタワー 代表取締役社長 麿秀晴
凸版印刷株式会社0000008273 06-6454-6009 大企業府外 （執行役員事業部長 山中欣也）

株式会社トッパンインフォメディ （東京都）大阪府大阪市福島区海老江3-22-61 代表取締役 堀正史
0000016724 06-6453-8811 大企業府外 （課長 村井康隆）ア
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（東京都）京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3 大同生命京都ビル6階 代表取締役社長 坂田甲一
トッパン・フォームズ株式会社0000001515 254-4880 大企業府外

（所長 河合昭知）

（東京都）大阪府大阪市生野区桃谷一丁目3番23号 代表取締役 井上善雄
株式会社巴川製紙所0000022040 06-6717-8000 中小企業府外

（所長 植村龍一）

岡山県岡山市北区高柳西町1番23号 代表取締役 友野宏史
友野印刷株式会社0000014577 086-255-1101 中小企業府外

大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番18号 代表取締役 安本知治
株式会社トラフィックス0000023656 06-6445-9230 中小企業府外

株式会社ドッドウエルビー・エム （東京都）京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大阪町391 第10長谷ビル 代表取締役社長 佐々木秀吉
0000010432 361-5171 大企業府外 （支店長 吉村友行）・エス

（東京都）京都府京都市左京区吉田本町27-8 代表取締役 五本木秀昭
内外地図株式会社0000007974 751-8786 中小企業府外 （所長 田中雅弘）

（東京都）京都府京都市下京区玉津島町294 代表社員 陳妙芬
中哲合同会社0000023655 746-6102 中小企業府外

（支店長 陳妙芬）

（大阪府）大阪府大阪市中央区北浜東1番20号 代表取締役 湯本秀昭
ナカバヤシ株式会社0000008385 06-6943-5555 大企業府外

（本社長 長井俊介）

福岡県大野城市川久保 ３丁目1番23号 代表取締役 松浦豊喜
株式会社ニック0000017322 092-504-2489 中小企業府外

（兵庫県）京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町5番地 代表取締役社長 藤縄修平
株式会社日興商会0000008853 643-4550 大企業府外 （支店長 平塚郁）

東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目34番地14 代表理事理事長 三橋裕行
一般社団法人日本家族計画協会0000019954 03-6407-8971 中小企業府外

大阪府大阪市西区江戸堀1丁目4‐23 代表取締役 日根野谷裕一
日本廣告企業株式会社0000008883 06-6441-1991 中小企業府外

日本コンベンションサービス株式 東京都千代田区霞が関1-4-2 代表取締役 近浪弘武
0000013698 03-3508-1211 大企業府外会社

（東京都）大阪府大阪市中央区北浜東1番20号 代表取締役 國生敏矢
日本通信紙株式会社0000001645 06-6910-0101 中小企業府外

（支店長 近藤智章）

東京都豊島区高田２丁目17番22号 代表取締役会長 山城由紀雄
株式会社日本ドリコム0000021559 03-6746-0050 中小企業府外

岐阜県大垣市西外側町 ２丁目15番地 代表取締役社長 奥田優
ニホン美術印刷株式会社0000020472 0584-78-2171 中小企業府外

岡山県岡山市北区伊島町１丁目4番23号 代表取締役 荒木裕子
日本文教出版株式会社0000020492 086-252-3175 中小企業府外

愛知県名古屋市千種区青柳町5丁目6番地 代表取締役 平林貴
ＨＡＲＶＥＹ株式会社0000021106 052-744-1760 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー 代表取締役社長 水島正幸
株式会社博報堂0000008410 06-6229-5413 大企業府外 （執行役員関西支社長 藤川博章）

（東京都）京都府京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 代表取締役 武部泰三
株式会社八州0000001089 252-2092 中小企業府外 （所長 畑雅之）
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大阪府大阪市浪速区湊町二丁目1番57号 代表取締役 越智賢三
株式会社ハル0000021118 06-6632-7691 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市北区梅田二丁目5番25号 代表取締役 山川豊治
株式会社阪急トラベルサポート0000023607 06-4795-5745 大企業府外

（支店長 渡会佳朗）

阪急阪神マーケティングソリュー 大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号 代表取締役社長 三宅良明
0000022621 06-6373-6805 中小企業府外ションズ株式会社

滋賀県大津市浜大津１丁目1番13号 代表取締役 松室六兵衛
株式会社ハン六0000016009 077-525-0806 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 代表取締役 島村秀樹
株式会社パスコ0000007301 257-8930 大企業府外 （支店長 近藤征博）

パソナ・パナソニックビジネスサ 大阪府大阪市中央区北浜東4番33号 北浜ネクスビル 代表取締役社長 佐野克也
0000023691 06-6910-1380 中小企業府外ービス株式会社

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

大阪府東大阪市永和3丁目18番15号 代表取締役 平元良一
株式会社平元商会0000008209 06-6784-8081 中小企業府外

滋賀県大津市打出浜3番50号 代表取締役 藤野誠
ビジネスサービス株式会社0000023567 077-525-8078 中小企業府外

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市中央区内本町1丁目2番13号 代表取締役 小島武也
株式会社武揚堂0000008633 06-6941-4911 中小企業府外 （支店長 宮本賢一）

プレンティグローバルリンクス株 京都府向日市上植野町伴田10番地 代表取締役 田中隆行
0000022654 924-4308 中小企業市外式会社

大阪府枚方市春日西町二丁目２７番２８号 代表取締役 野々宮英一郎
豊栄産業株式会社0000023371 072-859-3906 中小企業府外

大阪府羽曳野市恵我之荘三丁目１番１号 代表取締役社長 山本裕
株式会社凡美社0000022900 03-3663-9001 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10 京都ダイヤビル7F 代表取締役 土屋芳明
株式会社マイナビ0000022855 212-8321 大企業府外 （支社長 中尾哲弥）

東京都新宿区西新宿７丁目１番１０号 代表取締役 柳沢知秀
株式会社マックスサポート0000023335 03-6279-4923 中小企業府外

大阪府大阪市城東区野江１丁目16番4号 代表取締役 藤原信治
水三島紙工株式会社0000020223 06-6932-1261 中小企業府外

兵庫県神戸市東灘区甲南町4丁目4番7号 代表取締役 前田耕佐
株式会社ミングアップ0000023420 632-8626 中小企業府外

愛知県名古屋市中区松原二丁目2番33号 代表取締役 小池武史
株式会社名豊0000014705 052-322-0071 中小企業府外

東京都江東区亀戸６丁目53番9号 代表取締役 國本俊志
株式会社メディカルランド0000019930 03-5875-4328 中小企業府外
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兵庫県神戸市東灘区本山南町八丁目6番26号 東神戸センタービルＷＥＳＴ棟７階 代表取締役 元林承治
株式会社元林0000022232 078-436-1267 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区上本町８丁目2番1号 代表取締役 中村武志
株式会社モンド企画0000022228 06-6775-7888 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市伏見区竹田向代町川町29-16 代表取締役社長 城戸礼子
株式会社ヤマガタ0000018231 693-7031 大企業府外 （支店長 北孝太郎）

株式会社読売大阪プリントメディ （大阪府）大阪府大阪市北区野崎町3番14号 代表取締役 吉田浩也
0000023221 06-7732-0000 中小企業府外 （管理本部長 佐野真琴）ア

東京都千代田区飯田橋２丁目1番4号 日東九段ビル6F 代表取締役 戸田その子
株式会社ライズファクトリー0000013687 03-3288-0099 中小企業府外

東京都港区六本木６丁目15番21号 ハークス六本木ビル 代表取締役社長 分部至郎
株式会社レイ0000021316 03-5410-3861 大企業府外

兵庫県伊丹市中野西1-147-1-18 代表取締役 福原順子
Ｌａｙ企画出版株式会社0000018240 072-767-7922 中小企業府外
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東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

（群馬県）大阪府大阪市中央区島之内１丁目17-12 代表取締役 今井久登
株式会社アイ・ディー・エー0000007755 06-6563-7544 中小企業府外

（事業部長 黒岩玄）

（滋賀県）京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391 第10長谷ビル4F 代表取締役 谷口彰
アインズ株式会社0000001659 353-7383 中小企業府外 （所長 藤澤成倫）

（山口県）大阪府大阪市東成区東小橋１丁目18番10号 代表取締役 赤坂徳靖
赤坂印刷株式会社0000015332 06-6974-0190 中小企業府外 （支店長 赤坂尚亮）

大阪府大阪市生野区桃谷１丁目3番23号 代表取締役 中田知宏
アサヒプリンティング株式会社0000019291 06-6711-0116 中小企業府外

東京都大田区西六郷４丁目34番12号 代表取締役 鶴森康史
アットホーム株式会社0000017284 03-3580-7134 中小企業府外

大阪府大阪市西区阿波座1丁目3番15号 JEI西本町ビル7階 代表取締役社長 大嶋禎
株式会社アド・ダイセン0000022273 06-6534-2212 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区上鳥羽角田町72番地 代表取締役 石川敬一
石川特殊特急製本株式会社0000018695 693-5838 中小企業府外

（京都支店長（次長） 山口勝也）

（大阪府）大阪府大阪市中央区難波五丁目1番60号 代表取締役 井村優
株式会社イムラ0000009699 06-6586-6423 大企業府外 （部長 清田隆利）

株式会社インター・ビジネス・ネ 東京都港区南青山5-12-6 青山第二和田ビル6F 代表取締役 立川雅一
0000022206 03-4335-9600 中小企業府外ットワークス

東京都千代田区九段北1-5-10 九段クレストビル６階 代表取締役 松元洋一
株式会社インターブックス0000022291 03-5212-4652 中小企業府外

北海道札幌市中央区北四条西７丁目1番地8 代表取締役執行役員社長 伊藤尚樹
株式会社ＨＢＡ0000020468 011-231-8301 大企業府外

（東京都）東京都中野区中央3丁目24番9号 代表取締役社長 村田和也
NTTタウンページ株式会社0000021116 03-6279-3097 大企業府外

（取締役ソリューション営業部長 井上登晃）

（静岡県）大阪府吹田市穂波町11-36 代表取締役 三枝清
株式会社遠興0000022605 06-6385-5211 中小企業府外

（所長 山田大輔）

（東京都）東京都港区新橋６丁目17番19号 代表取締役社長 坂井忠之
オフィス・メディア株式会社0000009163 03-3438-5581 中小企業府外 （チームマネージャー 小泉啓）

（奈良県）京都府京都市上京区中立売通日暮東入新白水丸町462-32 ドミール新白水丸10 代表取締役社長 中村信也
株式会社春日0000015357 417-5577 中小企業府外 1 （支店長 増井淳太）

愛知県名古屋市千種区日和町5丁目3番地 本山日和町ヒルズ3階 代表理事 佐渡治彦
一般社団法人カリエーレ・コムサ0000023623 090-1759-4631 中小企業府外

カワセコンピュータサプライ株式 （大阪府）京都府京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436 永和御池ビル606号 代表取締役 川瀬啓輔
0000001644 600-2174 中小企業府外 （支店長 白川靖樹）会社

（滋賀県）京都府京都市左京区聖護院円頓美町11番地10 代表取締役 梶雅弘
キタイ設計株式会社0000007564 762-2150 大企業府外 （所長 内藤秀俊）

株式会社キョウエイアドインター （東京都）京都府京都市中京区烏丸通四条上る笋町691番地 りそな京都ビル8階 代表取締役 廣瀬勝巳
0000017302 585-5050 大企業府外 （所長 森野修）ナショナル
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（大阪府）京都府久世郡久御山町栄二丁目1番204 代表取締役社長 加藤伸一
共同印刷西日本株式会社0000008197 0774-41-1231 中小企業府外

（営業所長 柘植高志）

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町637 第五長谷ビル3階 代表取締役社長 清水勇宏
株式会社近宣0000001517 341-1538 中小企業府外

（支社長 田中武志）

東京都墨田区両国4-37-2 TKF会館5F 代表取締役 佐野竜太
株式会社魚雷映蔵0000022020 03-5637-8310 中小企業府外

株式会社ケイエスティープロダク 京都府向日市上植野町桑原12番地の9 代表取締役 時岡伸行
0000017207 933-2555 中小企業市外ション

（愛知県）京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579 五条堀川ビル501号室 代表取締役 青山英生
ケイティケイ株式会社0000015038 354-7110 大企業府外 （所長 船越威宏）

（大阪府）大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番20号 代表取締役 森内康之
株式会社コーユービジネス0000000842 06-6263-2412 中小企業府外 （所長 西村宜晃）

（香川県）大阪府大阪市北区南森町2丁目1番29号 三井住友銀行南森町ビル4F 代表取締役 平井周三
株式会社広真0000023397 06-6940-0991 中小企業府外

（営業１部主任 松尾国明）

大阪府大阪市北区梅田3丁目4番5号 毎日新聞ビル6階 代表取締役社長 橋本伸一
株式会社高速オフセット0000008342 06-6346-2800 中小企業府外

（愛知県）京都府京都市下京区西洞院通五条下る小柳町513-2 五条久保田ビル8階 代表取締役 小林友也
小林クリエイト株式会社0000003096 354-8090 中小企業府外 （所長 加藤剛士）

京都府向日市森本町戌亥5番地の3 代表取締役会長ＣＥＯ 木下宗昭
佐川印刷株式会社0000018535 933-8081 中小企業市外

（東京都）京都府京都市伏見区竹田段川原町225 代表取締役 小沼宏行
株式会社サトー0000009225 275-4162 大企業府外 （支店長 立田大典）

（岐阜県）京都府京都市下京区西洞院通七条下る東塩小路町607-10 サンプレ京都ビル５ 代表取締役社長 田中尚一郎
サンメッセ株式会社0000014552 366-0124 大企業府外 階 （所長 三木幸彦）

（大阪府）大阪府大阪市生野区桃谷一丁目3番23号 代表取締役 山口正明
昌栄印刷株式会社0000008452 06-0617-1171 中小企業府外

（マネージャー 岡田貴司）

新潟県新発田市住田97番地 代表取締役 坂井雅之
昭栄印刷株式会社0000023135 0254-39-6000 中小企業府外

愛知県名古屋市 中区栄 １丁目23番20号 代表取締役社長 星謙一郎
新日本法規出版株式会社0000017475 06-6942-5221 大企業府外

東京都豊島区要町3丁目36番3号 代表取締役 鈴木栄
株式会社シンリョウ0000020152 03-3973-6161 大企業府外

株式会社ＪＲ西日本コミュニケー （大阪府）京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入ル東塩小路町614 新京都センタービル8 代表取締役社長 野中雅志
0000009028 361-6180 中小企業府外 F （京都支社長 北川義洋）ションズ

（東京都）大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号 中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ19F 代表取締役社長 赤石良治
株式会社ジェイアール東日本企画0000022848 06-7663-1300 大企業府外 （上級執行役員・関西支社長 稲葉耕一）

東京都港区芝大門二丁目5番5号 代表取締役 松島陽介
株式会社ＪＭＤＣ0000023602 03-5733-5010 大企業府外

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上る２丁目富永町338 京阪四条河原町ビル7 代表取締役社長執行役員 山北栄二郎
株式会社ＪＴＢ0000013942 365-7724 大企業府外 階 （支店長 上山裕之）
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東京都港区虎ノ門一丁目21番17号 代表取締役ＣＥＯ 中島直樹
株式会社ＪＰメディアダイレクト0000023571 03-5157-6071 大企業府外

東京都千代田区神田三崎町二丁目6番2号 代表取締役 小池隆善
スキャネット株式会社0000022867 03-4582-3933 中小企業府外

大阪府大阪市中央区北浜1-5-8 代表取締役 馬場雅也
株式会社宣成社0000015324 06-6222-6888 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外 （執行役員店長 田原和也）

京都府城陽市観音堂甲畑63 代表取締役 武田浩志
タケダ印刷株式会社0000018967 0774-53-3643 中小企業市外

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

（大阪府）京都府京都市上京区河原町通丸太町上ル桝屋町354番地2 代表取締役 稲垣雅史
大毎広告株式会社0000009555 320-4220 中小企業府外

（支社長 上山均）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

大阪府大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 大手前センタービル１０階 代表取締役 恩田宏紀
株式会社テーク・ワン0000023380 06-6944-7577 中小企業府外

広島県広島市 西区草津 新町1-21-35 広島ミクシス・ビル 代表取締役 内海良夫
株式会社データホライゾン0000017269 082-279-5550 中小企業府外

（埼玉県）東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号 代表取締役社長 中西祐畿
株式会社ＤＮＰデータテクノ0000022030 03-6735-0577 中小企業府外 （本部長 土屋勝史）

（東京都）大阪府門真市三ツ島5-36-1 代表取締役 山本克彦
株式会社ディーエムエス0000020779 072-883-3300 大企業府外 （取締役執行役員大阪支社長 坂本清志）

（東京都）京都府京都市下京区二帖半敷町647 オンリー烏丸ビルengawaKYOTO 代表取締役社長執行役員 榑谷典洋
株式会社電通0000008216 366-4946 大企業府外

（関西第1ビジネスプロデュース局長前川隆弘）

（大阪府）大阪府大阪市浪速区芦原１丁目3番18号 代表取締役 小川淳
東洋紙業株式会社0000018187 06-6567-5713 大企業府外

（副事業部長 内本昌利）

株式会社トッパンインフォメディ （東京都）大阪府大阪市福島区海老江3-22-61 代表取締役 堀正史
0000016724 06-6453-8811 大企業府外 （課長 村井康隆）ア

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3 大同生命京都ビル6階 代表取締役社長 坂田甲一
トッパン・フォームズ株式会社0000001515 254-4880 大企業府外 （所長 河合昭知）

岡山県岡山市北区高柳西町1番23号 代表取締役 友野宏史
友野印刷株式会社0000014577 086-255-1101 中小企業府外

大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番18号 代表取締役 安本知治
株式会社トラフィックス0000023656 06-6445-9230 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区玉津島町294 代表社員 陳妙芬
中哲合同会社0000023655 746-6102 中小企業府外 （支店長 陳妙芬）

（大阪府）大阪府大阪市中央区北浜東1番20号 代表取締役 湯本秀昭
ナカバヤシ株式会社0000008385 06-6943-5555 大企業府外 （本社長 長井俊介）
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（兵庫県）京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町5番地 代表取締役社長 藤縄修平
株式会社日興商会0000008853 643-4550 大企業府外

（支店長 平塚郁）

（東京都）大阪府大阪市中央区北浜東1番20号 代表取締役 國生敏矢
日本通信紙株式会社0000001645 06-6910-0101 中小企業府外

（支店長 近藤智章）

東京都豊島区高田２丁目17番22号 代表取締役会長 山城由紀雄
株式会社日本ドリコム0000021559 03-6746-0050 中小企業府外

大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目4番1号 代表取締役 藤川雅浩
野里電気工業株式会社0000005823 06-6477-6000 中小企業府外

愛知県名古屋市千種区青柳町5丁目6番地 代表取締役 平林貴
ＨＡＲＶＥＹ株式会社0000021106 052-744-1760 中小企業府外

阪急阪神マーケティングソリュー 大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号 代表取締役社長 三宅良明
0000022621 06-6373-6805 中小企業府外ションズ株式会社

パソナ・パナソニックビジネスサ 大阪府大阪市中央区北浜東4番33号 北浜ネクスビル 代表取締役社長 佐野克也
0000023691 06-6910-1380 中小企業府外ービス株式会社

大阪府東大阪市永和3丁目18番15号 代表取締役 平元良一
株式会社平元商会0000008209 06-6784-8081 中小企業府外

滋賀県大津市打出浜3番50号 代表取締役 藤野誠
ビジネスサービス株式会社0000023567 077-525-8078 中小企業府外

富士フイルムイメージングシステ 東京都品川区西五反田 ３丁目6番30号 代表取締役 松本考司
0000019511 03-5745-2261 中小企業府外ムズ株式会社

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

プレンティグローバルリンクス株 京都府向日市上植野町伴田10番地 代表取締役 田中隆行
0000022654 924-4308 中小企業市外式会社

大阪府枚方市春日西町二丁目２７番２８号 代表取締役 野々宮英一郎
豊栄産業株式会社0000023371 072-859-3906 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10 京都ダイヤビル7F 代表取締役 土屋芳明
株式会社マイナビ0000022855 212-8321 大企業府外

（支社長 中尾哲弥）

東京都新宿区西新宿７丁目１番１０号 代表取締役 柳沢知秀
株式会社マックスサポート0000023335 03-6279-4923 中小企業府外

大阪府大阪市城東区野江１丁目16番4号 代表取締役 藤原信治
水三島紙工株式会社0000020223 06-6932-1261 中小企業府外

福井県坂井市丸岡町 熊堂第3号7番地1-13 代表取締役社長 後淳也
三谷コンピュータ株式会社0000017365 0776-67-8005 中小企業府外

兵庫県神戸市東灘区甲南町4丁目4番7号 代表取締役 前田耕佐
株式会社ミングアップ0000023420 632-8626 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区上本町８丁目2番1号 代表取締役 中村武志
株式会社モンド企画0000022228 06-6775-7888 中小企業府外

岡山県岡山市南区豊成二丁目7番16号 代表取締役 松田敏之
株式会社両備システムズ0000015410 086-264-0113 中小企業府外
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東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町11 代表取締役 増本敏幸
株式会社アヤハディオ0000023600 326-6700 大企業府外

（店長 鍵本純一）

東京都杉並区高円寺北二丁目20番1号 代表取締役 堤谷人
株式会社イーエムアイ0000022245 03-3336-0627 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区難波五丁目1番60号 代表取締役 井村優
株式会社イムラ0000009699 06-6586-6423 大企業府外 （部長 清田隆利）

（東京都）京都府京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町558 三洋室町ビル4階 代表取締役 舟橋孝之
株式会社インソース0000020552 741-8770 大企業府外 （所長 亀崎智里）

株式会社ウチダビジネスソリュー （滋賀県）京都府京都市中京区車屋御池下る梅屋町361-1他 アーバネックス御池ビル東 代表取締役 高田保
0000018085 213-2113 中小企業府外 館E-202 （京都支店長 田辺泰幸）ションズ

東京都港区港南二丁目16番1号 代表取締役 三池正泰
エム・シー・ヘルスケア株式会社0000015418 03-5781-7808 大企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町566-1 代表取締役社長 大塚裕司
株式会社大塚商会0000001098 252-6851 大企業府外

（支店長 宇野直基）

東京都千代田区神田錦町3-19-21 代表取締役 百村功
株式会社オフィスジャパン0000022622 03-5281-0277 中小企業府外

京都府南丹市美山町静原垣内10番地1 梶原眞
梶原商店0000011885 0771-75-0002 中小企業市外

愛知県名古屋市千種区日和町5丁目3番地 本山日和町ヒルズ3階 代表理事 佐渡治彦
一般社団法人カリエーレ・コムサ0000023623 090-1759-4631 中小企業府外

大阪府高槻市芝生町２丁目52番10号 代表取締役 阿部陽
株式会社カンプリ0000015709 072-679-4300 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区御池通り間之町東入高宮町206番地 御池ビル 代表取締役社長 高井昌史
株式会社紀伊國屋書店0000000876 221-3310 中小企業府外

（京都営業部長 千原旭）

（東京都）大阪府大阪市淀川区木川東3-4-19 代表取締役 木原一雄
キハラ株式会社0000008749 06-6306-1710 中小企業府外

（支店長 松井康裕）

滋賀県栗東市六地蔵709番地3 代表取締役 太田雅章
株式会社キャムズ0000022656 077-551-0517 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町651-1 第14長谷ビル１階 代表取締役 渡辺浩基
キンコーズ・ジャパン株式会社0000013093 213-6802 大企業府外 （店長 上田栄一）

（愛知県）京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579 五条堀川ビル501号室 代表取締役 青山英生
ケイティケイ株式会社0000015038 354-7110 大企業府外 （所長 船越威宏）

京都府亀岡市南つつじケ丘桜台3丁目3番3号 代表取締役 桑原正明
有限会社好文社0000011965 0771-22-0712 中小企業市外

東京都世田谷区池尻二丁目7番3号 代表取締役社長 羽田寛
国土情報開発株式会社0000013894 03-5481-3000 中小企業府外

（東京都）京都府京都市 下京区綾小路通 烏丸西入童侍者町167番 AYA四条烏丸ビル8 代表取締役 山岸喬
コクヨマーケティング株式会社0000013080 353-0301 大企業府外 階 （関西支社長 下辻則仁）
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愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市西区西本町2丁目3-10 代表取締役 大須賀健
コニカミノルタジャパン株式会社0000018268 06-6110-0633 大企業府外

（官公庁営業部長 畑山雄一）

埼玉県秩父市下影森4057番地11 代表取締役 岸本穂
有限会社サイシン公告0000023099 0494-24-3995 中小企業府外

埼玉県新座市堀ノ内3-7-31 理事長 並木則康
社会福祉法人埼玉福祉会0000021630 048-481-2181 中小企業府外

京都府向日市森本町戌亥5番地の3 代表取締役会長ＣＥＯ 木下宗昭
佐川印刷株式会社0000018535 933-8081 中小企業市外

京都府亀岡市千代川町小川２丁目1番23号 代表取締役 澤田直哉
有限会社さわだ書店0000021060 0771-22-3123 中小企業市外

神奈川県横浜市 都筑区北山田 ２丁目2-2 代表取締役 阪本英治
サンエス技研株式会社0000020508 045-595-2201 中小企業府外

京都府宮津市字鶴賀2070番地の1 代表取締役 今井一雄
株式会社三洋商事0000023153 0772-22-4333 中小企業市外

静岡県静岡市葵区竜南一丁目15番5号 代表取締役 山下春樹
株式会社シティサポート0000023144 054-248-2288 中小企業府外

愛知県名古屋市 中区栄 １丁目23番20号 代表取締役社長 星謙一郎
新日本法規出版株式会社0000017475 06-6942-5221 大企業府外

東京都豊島区要町3丁目36番3号 代表取締役 鈴木栄
株式会社シンリョウ0000020152 03-3973-6161 大企業府外

株式会社ジェイアール東海エージ （東京都）京都府京都市 南区西九条小寺町7-7 代表取締役社長 厚地純夫
0000022692 606-2466 大企業府外 （京都支社長 上ノ町清）ェンシー

（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外

（所長 猿橋生久）

大阪府大阪市 東成区東今里2丁目1番18号 代表取締役 伊藤秀之
株式会社スクールゴー0000018262 06-7777-8888 中小企業府外

大阪府大阪市 城東区中央 ２丁目15番20号 代表取締役 高嶋照仁
ゼネラル株式会社0000022687 06-6933-1290 大企業府外

新潟県長岡市表町 １丁目4番地24 代表取締役 反町秀樹
ソリマチ株式会社0000018801 0258-33-4435 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外 （執行役員店長 田原和也）

（大阪府）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町三番地の１ 取締役社長 佐々木正人
株式会社竹中工務店0000003756 801-2131 大企業府外 （支店長 名越健二）

大阪府大阪市都島区中野町2丁目9番1号 代表取締役 尾崎俊哉
田中商事株式会社0000015954 06-6357-5295 中小企業府外

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外
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（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外

（左内町営業部長 吉村仁）

（東京都）京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79 代表取締役社長 澤田太郎
株式会社大丸松坂屋百貨店0000013841 241-6981 大企業府外

（お得意様営業部部長 舟橋栄樹）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

（大阪府）京都府京都市西京区桂上野南町87 代表取締役 北條陽子
株式会社ディエスジャパン0000001839 394-5444 中小企業府外 （京都店店長 野村一也）

長野県伊那市西春近2308-2 代表取締役 清水翔平
デジタルランド株式会社0000022845 0265-74-8630 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区五条通室町西入る東錺屋町173 高橋第６ビル３Ｆ 代表取締役 石井剛太
株式会社Ｔｏｏ大阪0000001535 341-4441 中小企業府外

（マネージャー 太田幸弘）

東芝デジタルエンジニアリング株 （神奈川県）大阪府大阪市北区大淀中１丁目1-30 代表取締役 島田顕司
0000009295 06-4799-7200 大企業府外

（所長 泰松宏行）式会社

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

東京都文京区大塚三丁目1番1号 代表取締役 谷一文子
株式会社図書館流通センター0000000133 03-3943-2221 大企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3 大同生命京都ビル6階 代表取締役社長 坂田甲一
トッパン・フォームズ株式会社0000001515 254-4880 大企業府外 （所長 河合昭知）

（東京都）大阪府大阪市生野区桃谷一丁目3番23号 代表取締役 井上善雄
株式会社巴川製紙所0000022040 06-6717-8000 中小企業府外 （所長 植村龍一）

（東京都）京都府京都市下京区玉津島町294 代表社員 陳妙芬
中哲合同会社0000023655 746-6102 中小企業府外

（支店長 陳妙芬）

（大阪府）大阪府大阪市中央区北浜東1番20号 代表取締役 湯本秀昭
ナカバヤシ株式会社0000008385 06-6943-5555 大企業府外

（本社長 長井俊介）

（大阪府）大阪府東大阪市稲田上町1-18-11 代表取締役 前橋清
ニチレイマグネット株式会社0000019921 06-6744-6153 中小企業府外 （営業所長 岡崎淳司）

福岡県大野城市川久保 ３丁目1番23号 代表取締役 松浦豊喜
株式会社ニック0000017322 092-504-2489 中小企業府外

（兵庫県）京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町5番地 代表取締役社長 藤縄修平
株式会社日興商会0000008853 643-4550 大企業府外 （支店長 平塚郁）

岡山県岡山市北区伊島町１丁目4番23号 代表取締役 荒木裕子
日本文教出版株式会社0000020492 086-252-3175 中小企業府外

京都府亀岡市本町6番地 代表取締役 荒木真
株式会社畠中天明堂0000013002 0771-22-2430 中小企業市外

滋賀県大津市浜大津１丁目1番13号 代表取締役 松室六兵衛
株式会社ハン六0000016009 077-525-0806 中小企業府外
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大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

大阪府東大阪市永和3丁目18番15号 代表取締役 平元良一
株式会社平元商会0000008209 06-6784-8081 中小企業府外

大阪府大阪市城東区永田３丁目9番27号 代表取締役 川瀬博永
株式会社ピーディーシー0000015995 06-6961-1381 中小企業府外

東京都港区芝二丁目１番２８号 芝アネックスビル７階 代表取締役社長 林基史
株式会社ｆｕｎｂｏｘ0000023413 03-6899-2255 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

富士フイルムイメージングシステ 東京都品川区西五反田 ３丁目6番30号 代表取締役 松本考司
0000019511 03-5745-2261 中小企業府外ムズ株式会社

富士フイルムビジネスイノベーシ （東京都）京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85番地1 代表取締役 旗生泰一
0000008231 241-0281 大企業府外

（京都支社長 山口渉）ョンジャパン株式会社

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

大阪府大阪市淀川区西中島五丁目6番13号 代表取締役 古川大輔
株式会社古川ちいきの総合研究所0000020192 06-7878-6376 中小企業府外

大阪府枚方市春日西町二丁目２７番２８号 代表取締役 野々宮英一郎
豊栄産業株式会社0000023371 072-859-3906 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10 京都ダイヤビル7F 代表取締役 土屋芳明
株式会社マイナビ0000022855 212-8321 大企業府外 （支社長 中尾哲弥）

（東京都）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46番地の1 代表取締役 矢野正也
丸善雄松堂株式会社0000008771 863-5321 大企業府外 （支店長 廣谷紀暁）

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外

（支店長 森田正樹）

三重県伊勢市楠部町乙135番地 代表取締役 荒井宏幸
株式会社リブネット0000012794 0596-25-7903 中小企業府外

大阪府大阪市西区京町堀一丁目14番24号 タツト靭公園ビル401 代表取締役 中尾誠志
株式会社ＲＥＬＩＥＦ0000022357 06-6940-6414 中小企業府外

大阪府大阪市西区阿波座１丁目5番16号 代表取締役 中山正明
ロイヤルホームセンター株式会社0000010562 06-4391-8830 大企業府外

ロングライフグローバルコンサル 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 梅田センタービル２５階 代表取締役 石橋段
0000023333 06-6373-9191 中小企業府外タント株式会社
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東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

（群馬県）大阪府大阪市中央区島之内１丁目17-12 代表取締役 今井久登
株式会社アイ・ディー・エー0000007755 06-6563-7544 中小企業府外

（事業部長 黒岩玄）

株式会社アコースティガイド・ジ 東京都港区北青山２丁目7番25号 代表取締役 菅原あゆみ
0000020551 03-5771-4081 中小企業府外ャパン

大阪府大阪市中央区谷町7丁目5番1号 代表取締役 伊丹修司
アサミ情報システム株式会社0000000595 06-6762-0051 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地 （明治安田生命京都ビ 代表取締役 畠山仁
アジア航測株式会社0000001109 254-0447 大企業府外 ル7Ｆ） （支店長 土川忠士）

大阪府大阪市天王寺区生玉町3番10号 取締役社長 杉本昌弘
株式会社アド近鉄0000005540 06-6774-5400 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区上鳥羽角田町72番地 代表取締役 石川敬一
石川特殊特急製本株式会社0000018695 693-5838 中小企業府外

（京都支店長（次長） 山口勝也）

（東京都）京都府京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町558 三洋室町ビル4階 代表取締役 舟橋孝之
株式会社インソース0000020552 741-8770 大企業府外

（所長 亀崎智里）

東京都千代田区九段北1-5-10 九段クレストビル６階 代表取締役 松元洋一
株式会社インターブックス0000022291 03-5212-4652 中小企業府外

大阪府大阪市中央区北浜三丁目1-6 サン北浜ビル4F 代表取締役 田中学
株式会社ウェルクル0000021779 06-6484-7321 中小企業府外

愛知県名古屋市千種区日和町5丁目3番地 本山日和町ヒルズ3階 代表理事 佐渡治彦
一般社団法人カリエーレ・コムサ0000023623 090-1759-4631 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市 都島区都島北通1-20-2 代表取締役 加治達也
株式会社学研エリアマーケット0000019256 06-6923-2071 大企業府外 （支店長 松田剛司）

（東京都）京都府京都市中京区御池通り間之町東入高宮町206番地 御池ビル 代表取締役社長 高井昌史
株式会社紀伊國屋書店0000000876 221-3310 中小企業府外

（京都営業部長 千原旭）

東京都千代田区神田神保町２丁目10番地 代表取締役 伊東千尋
教育出版株式会社0000016753 03-3238-6811 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区谷町三丁目1番9号 代表取締役社長 成吉弘次
株式会社ぎょうせい0000007298 06-4790-9351 大企業府外 （支社長 清水恭二）

東京都墨田区両国4-37-2 TKF会館5F 代表取締役 佐野竜太
株式会社魚雷映蔵0000022020 03-5637-8310 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区今橋４丁目4番7号 代表理事 田口学
一般財団法人経済調査会0000007888 06-6233-2020 中小企業府外 （支部長 内田和嘉）

東京都千代田区富士見１丁目5番8号 大新京ビル 代表取締役 細井裕美
株式会社健学社0000010346 03-3222-0557 中小企業府外

東京都中央区日本橋大伝馬町11番8号 理事長 北橋建治
一般財団法人建設物価調査会0000000113 03-3663-2411 大企業府外

東京都墨田区両国一丁目12番8号 代表取締役 中野茂季
株式会社現代けんこう出版0000014567 03-3846-1088 中小企業府外
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（香川県）大阪府大阪市北区南森町2丁目1番29号 三井住友銀行南森町ビル4F 代表取締役 平井周三
株式会社広真0000023397 06-6940-0991 中小企業府外

（営業１部主任 松尾国明）

京都府亀岡市南つつじケ丘桜台3丁目3番3号 代表取締役 桑原正明
有限会社好文社0000011965 0771-22-0712 中小企業市外

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上ル二丁目富永町338 （京阪四条河原町ビ 代表取締役社長 土方聡
国際航業株式会社0000007320 351-0530 大企業府外 ル） （支店長 芳本有正）

埼玉県新座市堀ノ内3-7-31 理事長 並木則康
社会福祉法人埼玉福祉会0000021630 048-481-2181 中小企業府外

京都府向日市森本町戌亥5番地の3 代表取締役会長ＣＥＯ 木下宗昭
佐川印刷株式会社0000018535 933-8081 中小企業市外

京都府亀岡市千代川町小川２丁目1番23号 代表取締役 澤田直哉
有限会社さわだ書店0000021060 0771-22-3123 中小企業市外

京都府宮津市字鶴賀2070番地の1 代表取締役 今井一雄
株式会社三洋商事0000023153 0772-22-4333 中小企業市外

北海道札幌市東区北十五条東18丁目1-26 代表取締役 須田守
有限会社シグナル0000015920 011-783-9090 中小企業府外

大阪府大阪市中央区谷町９丁目1番18号 アクセス谷町ビル 代表取締役 宇和佐哲也
株式会社社会保険研究所0000018675 06-6765-7836 中小企業府外

東京都千代田区神田猿楽町1-5-18 千代田ビル 代表取締役 高本哲史
株式会社社会保険出版社0000009234 03-3291-9841 中小企業府外

新潟県新発田市住田97番地 代表取締役 坂井雅之
昭栄印刷株式会社0000023135 0254-39-6000 中小企業府外

東京都千代田区九段南４丁目7番16号 市ヶ谷ＫＴビル１ 代表取締役 松本恒
株式会社少年写真新聞社0000009243 03-3263-7401 中小企業府外

愛知県名古屋市 中区栄 １丁目23番20号 代表取締役社長 星謙一郎
新日本法規出版株式会社0000017475 06-6942-5221 大企業府外

兵庫県神戸市兵庫区荒田町二丁目2番14号 代表取締役 長谷川真吾
株式会社神陵文庫0000008967 078-511-5551 中小企業府外

株式会社ジェイアール東海エージ （東京都）京都府京都市 南区西九条小寺町7-7 代表取締役社長 厚地純夫
0000022692 606-2466 大企業府外 （京都支社長 上ノ町清）ェンシー

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上る２丁目富永町338 京阪四条河原町ビル7 代表取締役社長執行役員 山北栄二郎
株式会社ＪＴＢ0000013942 365-7724 大企業府外 階 （支店長 上山裕之）

大阪府大阪市 東成区東今里2丁目1番18号 代表取締役 伊藤秀之
株式会社スクールゴー0000018262 06-7777-8888 中小企業府外

（福岡県）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル4F 代表取締役 高山善司
株式会社ゼンリン0000003851 075-812-2250 大企業府外 （所長 池田正史）

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外 （執行役員店長 田原和也）

大阪府大阪市都島区中野町2丁目9番1号 代表取締役 尾崎俊哉
田中商事株式会社0000015954 06-6357-5295 中小企業府外
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大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

東京都港区南青山二丁目11番17号 代表取締役社長 田中英弥
第一法規株式会社0000008527 03-3404-2251 大企業府外

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

東京都台東区台東3-29-1 中央法規ビル 代表取締役社長 荘村明彦
中央法規出版株式会社0000009564 03-3834-5816 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（東京都）京都府京都市中京区御池通東洞院西入ル笹屋町435 京都御池第一生命ビルデ 代表取締役社長 後藤信夫
株式会社帝国データバンク0000010179 223-5111 大企業府外 ィング７階 （支店長 若田部亨）

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外

（営業支店長 石田勝則）

（東京都）京都府京都市下京区四条通新町東入ル月鉾町62番地 住友生命京都ビル6Ｆ 代表取締役社長 河原光雄
株式会社東京商工リサーチ0000001136 255-7666 大企業府外

（支店長 南裕孝）

（東京都）大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目4番10号 代表取締役 渡辺能理夫
東京書籍株式会社0000012432 06-6397-1350 中小企業府外 （支社長 鈴木智）

東京都文京区本駒込2丁目29番22号 代表取締役 田中義紀
株式会社東京法規出版0000000163 03-5977-0300 中小企業府外

（長野県）大阪府大阪市都島区東野田町1-17-12 代表取締役 星沢卓也
東京法令出版株式会社0000004625 06-6355-5226 中小企業府外 （所長 佐波光男）

東京都文京区大塚三丁目1番1号 代表取締役 谷一文子
株式会社図書館流通センター0000000133 03-3943-2221 大企業府外

岡山県岡山市北区高柳西町1番23号 代表取締役 友野宏史
友野印刷株式会社0000014577 086-255-1101 中小企業府外

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5階 代表取締役 宮崎正伸
株式会社ドーン0000009817 078-222-9700 中小企業府外

（東京都）京都府京都市左京区吉田本町27-8 代表取締役 五本木秀昭
内外地図株式会社0000007974 751-8786 中小企業府外 （所長 田中雅弘）

東京都文京区本郷3丁目42番6号 代表取締役社長 小立鉦彦
株式会社南江堂0000008373 03-3811-7140 中小企業府外

東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目34番地14 代表理事理事長 三橋裕行
一般社団法人日本家族計画協会0000019954 03-6407-8971 中小企業府外

東京都豊島区高田２丁目17番22号 代表取締役会長 山城由紀雄
株式会社日本ドリコム0000021559 03-6746-0050 中小企業府外

岡山県岡山市北区伊島町１丁目4番23号 代表取締役 荒木裕子
日本文教出版株式会社0000020492 086-252-3175 中小企業府外

阪高プロジェクトサポート株式会 大阪府大阪市北区梅田一丁目11番4-1800 代表取締役 藤村浩三
0000021959 06-6345-3000 中小企業府外社
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（東京都）京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 代表取締役 島村秀樹
株式会社パスコ0000007301 257-8930 大企業府外

（支店長 近藤征博）

（東京都）大阪府大阪市 中央区城見 ２丁目1番61号 代表取締役社長 大森康文
富士通エフ・オー・エム株式会社0000009838 06-6945-4520 中小企業府外

（関西営業部長 矢野貴士）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

東京都台東区北上野2丁目28番2号 プリムラ・ハセビル 代表取締役 小林秀一
株式会社保健福祉ネットワーク0000023690 03-5806-3553 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10 京都ダイヤビル7F 代表取締役 土屋芳明
株式会社マイナビ0000022855 212-8321 大企業府外 （支社長 中尾哲弥）

東京都中央区日本橋2-3-10 代表取締役 中川清貴
株式会社丸善ジュンク堂書店0000017410 03-6214-2001 中小企業府外

（東京都）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46番地の1 代表取締役 矢野正也
丸善雄松堂株式会社0000008771 863-5321 大企業府外

（支店長 廣谷紀暁）

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外

（支店長 森田正樹）

東京都江東区亀戸６丁目53番9号 代表取締役 國本俊志
株式会社メディカルランド0000019930 03-5875-4328 中小企業府外

東京都港区東麻布２丁目17番12号 代表取締役 山川真一
ユサコ株式会社0000013699 03-3505-6161 中小企業府外

東京都千代田区飯田橋２丁目1番4号 日東九段ビル6F 代表取締役 戸田その子
株式会社ライズファクトリー0000013687 03-3288-0099 中小企業府外

三重県伊勢市楠部町乙135番地 代表取締役 荒井宏幸
株式会社リブネット0000012794 0596-25-7903 中小企業府外

兵庫県伊丹市中野西1-147-1-18 代表取締役 福原順子
Ｌａｙ企画出版株式会社0000018240 072-767-7922 中小企業府外
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（群馬県）大阪府大阪市中央区島之内１丁目17-12 代表取締役 今井久登
株式会社アイ・ディー・エー0000007755 06-6563-7544 中小企業府外

（事業部長 黒岩玄）

大阪府茨木市十日市町9-8 代表取締役 青井哲也
株式会社青井黒板製作所0000006026 078-974-1670 中小企業府外

京都府八幡市戸津北小路4番地 代表 佐野和則
ウィズＥＴ0000010265 981-6500 中小企業市外

京都府綴喜郡宇治田原町大字南小字村中西3番地の2 代表 村下修一
宇治天体精機0000021596 0774-88-4053 中小企業市外

株式会社ウチダビジネスソリュー （滋賀県）京都府京都市中京区車屋御池下る梅屋町361-1他 アーバネックス御池ビル東 代表取締役 高田保
0000018085 213-2113 中小企業府外 館E-202 （京都支店長 田辺泰幸）ションズ

株式会社エデュケーショナルネッ 東京都千代田区富士見二丁目11番11号 代表取締役 二瓶嘉男
0000021113 03-5275-2101 大企業府外トワーク

奈良県香芝市北今市四丁目245番地の1 代表取締役 亀川法生
株式会社カメカワ0000020438 0745-76-4128 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市 中京区御幸町通 御池下る大文字町341番地6 代表取締役 加茂建
加茂商事株式会社0000010916 221-7675 大企業府外

（課長代理 浜田泰作）

愛知県名古屋市千種区日和町5丁目3番地 本山日和町ヒルズ3階 代表理事 佐渡治彦
一般社団法人カリエーレ・コムサ0000023623 090-1759-4631 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市 都島区都島北通1-20-2 代表取締役 加治達也
株式会社学研エリアマーケット0000019256 06-6923-2071 大企業府外 （支店長 松田剛司）

京都府宇治市宇治妙楽31 代表取締役 岩城敏之
有限会社キッズいわき0000008518 0774-21-2792 中小企業市外

（東京都）京都府京都市中京区御池通り間之町東入高宮町206番地 御池ビル 代表取締役社長 高井昌史
株式会社紀伊國屋書店0000000876 221-3310 中小企業府外 （京都営業部長 千原旭）

東京都千代田区神田神保町２丁目10番地 代表取締役 伊東千尋
教育出版株式会社0000016753 03-3238-6811 中小企業府外

東京都千代田区富士見１丁目5番8号 大新京ビル 代表取締役 細井裕美
株式会社健学社0000010346 03-3222-0557 中小企業府外

京都府亀岡市南つつじケ丘桜台3丁目3番3号 代表取締役 桑原正明
有限会社好文社0000011965 0771-22-0712 中小企業市外

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目16番29号 代表取締役 中西将之
株式会社コンパンプレイスケープ0000020754 06-6244-0131 中小企業府外 （大阪営業所長 池田健二）

東京都府中市矢崎町4丁目16番地 取締役社長 五藤信隆
株式会社五藤光学研究所0000008786 042-362-5311 中小企業府外

広島県江田島市能美町 鹿川3642番地1 代表取締役 空本邦男
サクセス・ベル株式会社0000020139 0823-45-5555 中小企業府外

京都府宮津市字鶴賀2070番地の1 代表取締役 今井一雄
株式会社三洋商事0000023153 0772-22-4333 中小企業市外
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シャープマーケティングジャパン （大阪府）大阪府八尾市北亀井町三丁目1番72号 代表取締役 中山藤一
0000013915 050-5444-7853 大企業府外

（取締役 美甘將雄）株式会社

新潟県新発田市住田97番地 代表取締役 坂井雅之
昭栄印刷株式会社0000023135 0254-39-6000 中小企業府外

東京都千代田区九段南４丁目7番16号 市ヶ谷ＫＴビル１ 代表取締役 松本恒
株式会社少年写真新聞社0000009243 03-3263-7401 中小企業府外

大阪府八尾市青山町3丁目5番31号 代表取締役 土橋優
昭和技研株式会社0000009244 072-991-1067 中小企業府外

愛知県名古屋市 中区栄 １丁目23番20号 代表取締役社長 星謙一郎
新日本法規出版株式会社0000017475 06-6942-5221 大企業府外

兵庫県神戸市兵庫区荒田町二丁目2番14号 代表取締役 長谷川真吾
株式会社神陵文庫0000008967 078-511-5551 中小企業府外

福井県敦賀市若葉町二丁目1770番地 代表取締役 徳本達郎
株式会社ジャクエツ0000009235 0770-25-2200 中小企業府外

（東京都）京都府京都市伏見区西大手町307-721 代表取締役 齋藤真
株式会社ジャノメ0000002004 601-8171 大企業府外

（部長 木曽山修）

大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 ニッセイ新大阪ビル 代表取締役 大浦淳司
Ｓｋｙ株式会社0000010151 06-4807-6371 大企業府外

大阪府大阪市 東成区東今里2丁目1番18号 代表取締役 伊藤秀之
株式会社スクールゴー0000018262 06-7777-8888 中小企業府外

奈良県北葛城郡河合町大字川合490番地 代表取締役 田畑三治
有限会社スケープテクチャー0000021279 0745-56-3107 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外 （執行役員店長 田原和也）

新潟県新潟市秋葉区矢代田619番地 代表取締役 神子島岩男
竹井機器工業株式会社0000019527 0250-38-4131 中小企業府外

大阪府大阪市都島区中野町2丁目9番1号 代表取締役 尾崎俊哉
田中商事株式会社0000015954 06-6357-5295 中小企業府外

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目9番24号 代表取締役 田中宏明
株式会社ダイセン電子工業0000021568 06-6631-5553 中小企業府外

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

東京都渋谷区神宮前二丁目30番22号 ビラフレスカ703 代表取締役 海藤千加子
有限会社チカソシキ0000023695 03-5771-5088 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（東京都）東京都中央区銀座３丁目2番17号 代表取締役社長 手塚治
東映株式会社0000015247 03-3535-3631 大企業府外 （部長 中鉢裕幸）
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（東京都）大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目4番10号 代表取締役 渡辺能理夫
東京書籍株式会社0000012432 06-6397-1350 中小企業府外

（支社長 鈴木智）

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

（大阪府）大阪府東大阪市稲田上町1-18-11 代表取締役 前橋清
ニチレイマグネット株式会社0000019921 06-6744-6153 中小企業府外 （営業所長 岡崎淳司）

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング 代表取締役執行役員社長 森田隆之
日本電気株式会社0000001582 253-6009 大企業府外 （京都支社長 林誠一）

東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目34番地14 代表理事理事長 三橋裕行
一般社団法人日本家族計画協会0000019954 03-6407-8971 中小企業府外

大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１８番１１号 代表取締役 石金正巳
株式会社日本ビジネス開発0000022509 06-6441-2207 中小企業府外

岡山県岡山市北区伊島町１丁目4番23号 代表取締役 荒木裕子
日本文教出版株式会社0000020492 086-252-3175 中小企業府外

大阪府大阪市 淀川区宮原 １丁目1番1号 新大阪阪急ビル 代表取締役 多田昌弘
株式会社ＮＥＸＴ0000019951 06-4807-6322 中小企業府外

京都府亀岡市本町6番地 代表取締役 荒木真
株式会社畠中天明堂0000013002 0771-22-2430 中小企業市外

兵庫県神戸市長田区御蔵通６丁目201番地の23 代表取締役 濱出美喜夫
ハマデスポーツ株式会社0000022028 078-577-5701 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

（東京都）大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目9-15 代表取締役 遠藤直輝
株式会社富士ダイナミクス0000008920 06-6325-2761 中小企業府外 （取締役西日本営業所長 小坂田弘也）

（東京都）大阪府大阪市 中央区城見 ２丁目1番61号 代表取締役社長 大森康文
富士通エフ・オー・エム株式会社0000009838 06-6945-4520 中小企業府外

（関西営業部長 矢野貴士）

（滋賀県）滋賀県大津市京町３丁目4-12 代表取締役 藤野滋
藤野商事株式会社0000021564 077-535-9123 中小企業府外

（支店長 吉野隆文）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（東京都）京都府京都市下京区梅小路西中町16番地 代表取締役 吉川隆樹
株式会社フレーベル館0000011296 325-5750 中小企業府外 （支社長 黒田健二）

株式会社ベネッセコーポレーショ （岡山県）東京都新宿区西新宿２丁目1番1号 新宿三井ビルディング 代表取締役 小林仁
0000010049 042-356-0127 大企業府外 （部長 小柳博崇）ン

大阪府枚方市春日西町二丁目２７番２８号 代表取締役 野々宮英一郎
豊栄産業株式会社0000023371 072-859-3906 中小企業府外

東京都台東区北上野2丁目28番2号 プリムラ・ハセビル 代表取締役 小林秀一
株式会社保健福祉ネットワーク0000023690 03-5806-3553 中小企業府外

京都府福知山市字天田391番地の乙 代表取締役 堀智章
株式会社堀通信0000015309 0773-22-1220 中小企業市外
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京都府城陽市市辺五島84番地の2 代表取締役 堀井誠二
ホリモク株式会社0000013989 0774-52-0032 中小企業市外

岐阜県多治見市廿原町226番地の1の1 代表取締役 五島達明
株式会社ホワイトハウス0000022649 0572-23-6464 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目16番29号 代表取締役 中西弘子
株式会社ボーネルンド0000020728 06-6244-0131 大企業府外 （大阪営業所長 池田健二）

京都府福知山市字篠尾724番地 代表取締役 竹下壽代
有限会社丸信0000021611 0773-25-1789 中小企業市外

東京都中央区日本橋2-3-10 代表取締役 中川清貴
株式会社丸善ジュンク堂書店0000017410 03-6214-2001 中小企業府外

（東京都）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46番地の1 代表取締役 矢野正也
丸善雄松堂株式会社0000008771 863-5321 大企業府外 （支店長 廣谷紀暁）

大阪府泉佐野市鶴原232番地の2 奥野義彦
満潮鮮魚0000000695 072-464-4593 中小企業府外

株式会社ムービーマネジメントカ 東京都渋谷区恵比寿南１丁目1番10号 サウスコラム小林ビル８Ｆ 代表取締役 福山裕文
0000016674 03-5768-0821 中小企業府外ンパニー

東京都江東区亀戸６丁目53番9号 代表取締役 國本俊志
株式会社メディカルランド0000019930 03-5875-4328 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区高津315-2 大阪ビル本館 代表取締役社長 田村公正
株式会社ＵＳＥＮ0000021974 06-6643-8690 中小企業府外 （エンジニアセンター長 上田志朗）

滋賀県大津市黒津 ３丁目13-47 代表取締役 吉川靜雄
有限会社ヨシカワ商事0000010234 077-536-2025 中小企業府外

東京都新宿区西早稲田２丁目２０番１５号 高田馬場アクセス４Ｆ 代表取締役 山口洋
ラインズ株式会社0000023427 03-6861-6200 中小企業府外

神奈川県横浜市中区北仲通4-40 商工中金横浜ビル5階 代表取締役 杉山浩二
株式会社LoiLo0000023149 045-228-9446 中小企業府外

福井県越前市西谷町33字10番2 理事長 白藤宗徳
社会福祉法人わかたけ共済部0000010565 0778-22-0007 中小企業府外
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大阪府守口市文園町5番19号 代表取締役 青野幸三
青野スポーツ施設株式会社0000006328 06-6992-4018 中小企業府外

大阪府大阪市中央区南本町1丁目8番14号 堺筋本町ビル 代表取締役社長 小河原正幸
朝日加工株式会社0000020778 06-6271-2046 中小企業府外

愛知県岡崎市八帖北町42番地11 代表取締役 金子桂典
渥美製鋼有限会社0000016690 0564-21-7385 中小企業府外

神奈川県鎌倉市大船2丁目14番13号 代表取締役 毛藤国彦
株式会社アボック社0000012816 0467-45-5119 中小企業府外

京都府八幡市戸津北小路4番地 代表 佐野和則
ウィズＥＴ0000010265 981-6500 中小企業市外

奈良県奈良市大宮町6丁目4番地の11 代表取締役 鵜山靖男
株式会社ウヤマ0000021045 0742-33-8739 中小企業府外

滋賀県大津市神領三丁目12番1号 代表取締役 居関和江
エール株式会社0000004330 077-545-0315 中小企業府外

（愛知県）大阪府大阪市西淀川区出来島1-4-31 代表取締役 水谷靖
株式会社エクシング0000022619 06-6475-8230 大企業府外

（支店長 川井田繁樹）

広島県福山市引野町5丁目4番23号 代表取締役 小川隆
株式会社小川長春館0000016658 084-941-0230 中小企業府外

（大阪府）大阪府東大阪市長田東3丁目2番7号 代表取締役社長 奥洋彦
奥アンツーカ株式会社0000003321 06-6743-3366 中小企業府外 （支店長 松井欣也）

京都府南丹市美山町静原垣内10番地1 梶原眞
梶原商店0000011885 0771-75-0002 中小企業市外

（大阪府）京都府京都市 中京区御幸町通 御池下る大文字町341番地6 代表取締役 加茂建
加茂商事株式会社0000010916 221-7675 大企業府外 （課長代理 浜田泰作）

（静岡県）京都府京都市南区上鳥羽北花名町47番地 代表取締役 河合弘隆
株式会社河合楽器製作所0000008181 075-682-6214 大企業府外

（店長 伊藤勉）

京都府城陽市奈島下ノ畔20-2 代表取締役 武内秀介
関西畳工業株式会社0000002766 0774-53-5600 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市 都島区都島北通1-20-2 代表取締役 加治達也
株式会社学研エリアマーケット0000019256 06-6923-2071 大企業府外 （支店長 松田剛司）

京都府宇治市宇治妙楽31 代表取締役 岩城敏之
有限会社キッズいわき0000008518 0774-21-2792 中小企業市外

滋賀県栗東市六地蔵709番地3 代表取締役 太田雅章
株式会社キャムズ0000022656 077-551-0517 中小企業府外

京都府宇治市莵道森本35-7 代表取締役 松山恭久
有限会社球道0000017451 0774-21-8910 中小企業市外

埼玉県熊谷市問屋町4-2-2 代表取締役 外園隆
株式会社クレーマージャパン0000016384 048-527-1977 中小企業府外

兵庫県神戸市灘区弓木町３丁目3番15-307号 代表取締役 筒井教夫
神戸造園土木株式会社0000018638 078-851-0661 中小企業府外
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愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

（東京都）京都府京都市山科区椥辻中在家町8-1 シード山科中央ビル4Ｆ 代表取締役 深澤幸郎
株式会社コトブキ0000001726 582-8335 中小企業府外

（所長 荻田太郎）

（東京都）大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目16番29号 代表取締役 中西将之
株式会社コンパンプレイスケープ0000020754 06-6244-0131 中小企業府外 （大阪営業所長 池田健二）

東京都豊島区池袋2-16-2 代表取締役 山本暁彦
株式会社サンオート0000022523 03-3986-3808 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区寺田町一丁目1番2号 ＴＣビル 代表取締役 丸山建夫
白川園芸株式会社0000018631 06-6775-8550 中小企業府外

東京都渋谷区宇田川町2番1号 渋谷ホームズ６０３号 代表取締役 井口哲朗
ＪＳＣ株式会社0000021842 03-5456-1348 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外

（所長 猿橋生久）

福井県敦賀市若葉町二丁目1770番地 代表取締役 徳本達郎
株式会社ジャクエツ0000009235 0770-25-2200 中小企業府外

奈良県北葛城郡河合町大字川合490番地 代表取締役 田畑三治
有限会社スケープテクチャー0000021279 0745-56-3107 中小企業府外

セイコータイムクリエーション株 （東京都）大阪府大阪市中央区南船場2-7-26 代表取締役社長 萩原健二
0000006352 06-4705-9311 大企業府外 （所長 大田英樹）式会社

（千葉県）大阪府大阪市西淀川区佃二丁目1番34号 代表取締役 尾崎徹也
セノー株式会社0000022694 06-6473-9101 中小企業府外 （支店長 中川雅裕）

大阪府大阪市天王寺区寺田町1丁目1番2号 代表取締役 矢野幸吉
株式会社タイキ0000006191 06-6779-9001 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外

（執行役員店長 田原和也）

新潟県新潟市秋葉区矢代田619番地 代表取締役 神子島岩男
竹井機器工業株式会社0000019527 0250-38-4131 中小企業府外

京都府長岡京市天神1丁目5番19号 代表 田阪育子
田阪スポーツ0000009278 953-5363 中小企業市外

大阪府大阪市都島区中野町2丁目9番1号 代表取締役 尾崎俊哉
田中商事株式会社0000015954 06-6357-5295 中小企業府外

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

（奈良県）京都府京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436 永和御池ビル606号 代表取締役 鶴島敏章
鶴島商事株式会社0000023165 090-9885-8182 中小企業府外 （代表取締役兼所長 鶴島敏章）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0005 学校・保育用品
0002 運動用品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

奈良県高市郡明日香村御園83-1 代表 平野弘則
テニスショップ リブ0000019886 0744-54-3484 中小企業府外

大阪府大阪市 東成区中本 ５丁目2番33号 代表取締役 古川常之
株式会社トーテック0000018776 06-6981-5418 中小企業府外

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

大阪府大阪市中央区内本町１丁目1番6号 内本町Ｂ＆Ｍビル6階 代表社長 帳立杰
合同会社中村商事0000020509 06-4792-7598 中小企業府外

千葉県松戸市小山510番地 代表取締役 櫻田正明
株式会社中村製作所0000012890 047-330-1111 大企業府外

京都府長岡京市長岡 ２丁目1番1号 代表取締役 清水一平
株式会社ナガオカスポーツ0000017401 951-0420 中小企業市外

京都府亀岡市本町6番地 代表取締役 荒木真
株式会社畠中天明堂0000013002 0771-22-2430 中小企業市外

兵庫県神戸市長田区御蔵通６丁目201番地の23 代表取締役 濱出美喜夫
ハマデスポーツ株式会社0000022028 078-577-5701 中小企業府外

兵庫県西宮市甲子園浦風町16番24号 代表取締役 久保田晃司
阪神園芸株式会社0000016153 0798-47-3538 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

三重県伊賀市緑ケ丘本町１６７４番地の１ 代表取締役 藤川佳也
株式会社フジカワ0000023121 0595-21-0833 中小企業府外

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（東京都）京都府京都市下京区梅小路西中町16番地 代表取締役 吉川隆樹
株式会社フレーベル館0000011296 325-5750 中小企業府外

（支社長 黒田健二）

株式会社プロフェッショナルトレ 兵庫県西宮市二見町2-18-201 代表取締役 西岡宗徳
0000019281 0798-66-5080 中小企業府外ーナーズチーム

大阪府枚方市春日西町二丁目２７番２８号 代表取締役 野々宮英一郎
豊栄産業株式会社0000023371 072-859-3906 中小企業府外

東京都台東区北上野2丁目28番2号 プリムラ・ハセビル 代表取締役 小林秀一
株式会社保健福祉ネットワーク0000023690 03-5806-3553 中小企業府外

京都府城陽市市辺五島84番地の2 代表取締役 堀井誠二
ホリモク株式会社0000013989 0774-52-0032 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目16番29号 代表取締役 中西弘子
株式会社ボーネルンド0000020728 06-6244-0131 大企業府外 （大阪営業所長 池田健二）

京都府福知山市字篠尾724番地 代表取締役 竹下壽代
有限会社丸信0000021611 0773-25-1789 中小企業市外

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外 （支店長 森田正樹）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0005 学校・保育用品
0002 運動用品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

滋賀県大津市黒津 ３丁目13-47 代表取締役 吉川靜雄
有限会社ヨシカワ商事0000010234 077-536-2025 中小企業府外

兵庫県明石市二見町東二見948-1 代表取締役 木村晋也
株式会社Life Innovation Japan0000022887 050-5363-3915 中小企業府外

大阪府大阪市西区阿波座１丁目5番16号 代表取締役 中山正明
ロイヤルホームセンター株式会社0000010562 06-4391-8830 大企業府外

埼玉県熊谷市問屋町2-2-6 2F 代表取締役 古屋瑞規
ワエストロ株式会社0000022617 048-527-1181 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0005 学校・保育用品
0003 保育用品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

神奈川県鎌倉市大船2丁目14番13号 代表取締役 毛藤国彦
株式会社アボック社0000012816 0467-45-5119 中小企業府外

京都府八幡市戸津北小路4番地 代表 佐野和則
ウィズＥＴ0000010265 981-6500 中小企業市外

株式会社ウチダビジネスソリュー （滋賀県）京都府京都市中京区車屋御池下る梅屋町361-1他 アーバネックス御池ビル東 代表取締役 高田保
0000018085 213-2113 中小企業府外 館E-202 （京都支店長 田辺泰幸）ションズ

滋賀県大津市神領三丁目12番1号 代表取締役 居関和江
エール株式会社0000004330 077-545-0315 中小企業府外

大阪府茨木市真砂２丁目15番19号 代表取締役 高野裕輔
株式会社大阪北ワンダー社0000021591 072-632-8162 中小企業府外

滋賀県大津市神出開町260番地の68 取締役 河田研之
かて工房有限会社0000004326 077-525-4630 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市 都島区都島北通1-20-2 代表取締役 加治達也
株式会社学研エリアマーケット0000019256 06-6923-2071 大企業府外

（支店長 松田剛司）

京都府宇治市宇治妙楽31 代表取締役 岩城敏之
有限会社キッズいわき0000008518 0774-21-2792 中小企業市外

東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 代表取締役 川村卓也
株式会社木下抗菌サービス0000023103 03-5908-2389 中小企業府外

大阪府吹田市南吹田5丁目1番12号 代表取締役 松原達也
キングラン関西株式会社0000008482 06-6388-1481 中小企業府外

東京都武蔵村山市伊奈平一丁目70番2号 代表取締役 深澤重幸
ＫＳＳ株式会社0000020395 042-560-2042 中小企業府外

兵庫県神戸市灘区弓木町３丁目3番15-307号 代表取締役 筒井教夫
神戸造園土木株式会社0000018638 078-851-0661 中小企業府外

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

（東京都）京都府京都市山科区椥辻中在家町8-1 シード山科中央ビル4Ｆ 代表取締役 深澤幸郎
株式会社コトブキ0000001726 582-8335 中小企業府外

（所長 荻田太郎）

（東京都）大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目16番29号 代表取締役 中西将之
株式会社コンパンプレイスケープ0000020754 06-6244-0131 中小企業府外 （大阪営業所長 池田健二）

京都府宮津市字鶴賀2070番地の1 代表取締役 今井一雄
株式会社三洋商事0000023153 0772-22-4333 中小企業市外

大阪府大阪市天王寺区寺田町一丁目1番2号 ＴＣビル 代表取締役 丸山建夫
白川園芸株式会社0000018631 06-6775-8550 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外 （所長 猿橋生久）

福井県敦賀市若葉町二丁目1770番地 代表取締役 徳本達郎
株式会社ジャクエツ0000009235 0770-25-2200 中小企業府外

大阪府大阪市 東成区東今里2丁目1番18号 代表取締役 伊藤秀之
株式会社スクールゴー0000018262 06-7777-8888 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0005 学校・保育用品
0003 保育用品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府大阪市天王寺区寺田町1丁目1番2号 代表取締役 矢野幸吉
株式会社タイキ0000006191 06-6779-9001 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外

（執行役員店長 田原和也）

新潟県新潟市秋葉区矢代田619番地 代表取締役 神子島岩男
竹井機器工業株式会社0000019527 0250-38-4131 中小企業府外

大阪府大阪市都島区中野町2丁目9番1号 代表取締役 尾崎俊哉
田中商事株式会社0000015954 06-6357-5295 中小企業府外

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

大阪府大阪市中央区内本町１丁目1番6号 内本町Ｂ＆Ｍビル6階 代表社長 帳立杰
合同会社中村商事0000020509 06-4792-7598 中小企業府外

千葉県松戸市小山510番地 代表取締役 櫻田正明
株式会社中村製作所0000012890 047-330-1111 大企業府外

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

大阪府大阪市淀川区西中島五丁目6番13号 代表取締役 古川大輔
株式会社古川ちいきの総合研究所0000020192 06-7878-6376 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区梅小路西中町16番地 代表取締役 吉川隆樹
株式会社フレーベル館0000011296 325-5750 中小企業府外 （支社長 黒田健二）

大阪府枚方市春日西町二丁目２７番２８号 代表取締役 野々宮英一郎
豊栄産業株式会社0000023371 072-859-3906 中小企業府外

東京都台東区北上野2丁目28番2号 プリムラ・ハセビル 代表取締役 小林秀一
株式会社保健福祉ネットワーク0000023690 03-5806-3553 中小企業府外

京都府城陽市市辺五島84番地の2 代表取締役 堀井誠二
ホリモク株式会社0000013989 0774-52-0032 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目16番29号 代表取締役 中西弘子
株式会社ボーネルンド0000020728 06-6244-0131 大企業府外 （大阪営業所長 池田健二）

京都府福知山市字篠尾724番地 代表取締役 竹下壽代
有限会社丸信0000021611 0773-25-1789 中小企業市外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0005 学校・保育用品
0003 保育用品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外

（支店長 森田正樹）

滋賀県大津市黒津 ３丁目13-47 代表取締役 吉川靜雄
有限会社ヨシカワ商事0000010234 077-536-2025 中小企業府外

大阪府大阪市西区阿波座１丁目5番16号 代表取締役 中山正明
ロイヤルホームセンター株式会社0000010562 06-4391-8830 大企業府外

大阪府大阪市東成区玉津1丁目9番10号 代表取締役 荒木俊昭
ワイコム株式会社0000023624 06-6972-1255 中小企業府外

埼玉県熊谷市問屋町2-2-6 2F 代表取締役 古屋瑞規
ワエストロ株式会社0000022617 048-527-1181 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0005 学校・保育用品
0004 楽器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

兵庫県南あわじ市八木大久保681番地 代表取締役 清水繁二
有限会社淡路映像プロモーション0000013912 0799-42-0444 中小企業府外

（愛知県）大阪府大阪市西淀川区出来島1-4-31 代表取締役 水谷靖
株式会社エクシング0000022619 06-6475-8230 大企業府外

（支店長 川井田繁樹）

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町東入真町68 代表取締役 久保允誉
株式会社エディオン0000015814 213-6031 大企業府外 （店長 金子誠治）

（静岡県）京都府京都市南区上鳥羽北花名町47番地 代表取締役 河合弘隆
株式会社河合楽器製作所0000008181 075-682-6214 大企業府外 （店長 伊藤勉）

（東京都）大阪府大阪市 都島区都島北通1-20-2 代表取締役 加治達也
株式会社学研エリアマーケット0000019256 06-6923-2071 大企業府外 （支店長 松田剛司）

京都府亀岡市南つつじケ丘桜台3丁目3番3号 代表取締役 桑原正明
有限会社好文社0000011965 0771-22-0712 中小企業市外

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

大阪府大阪市城東区鴨野西2丁目16-8号 代表取締役 阿山幸一
株式会社コダマ楽器0000009215 06-6967-5511 中小企業府外

愛知県名古屋市 中区栄 １丁目23番20号 代表取締役社長 星謙一郎
新日本法規出版株式会社0000017475 06-6942-5221 大企業府外

大阪府大阪市都島区中野町2丁目9番1号 代表取締役 尾崎俊哉
田中商事株式会社0000015954 06-6357-5295 中小企業府外

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

大阪府茨木市沢良宜東町11-3 代表 馬渕際
Ｔｙａｂｏ-ｚｕ管楽器工房0000021318 070-5042-6332 中小企業府外

大阪府大阪市中央区島之内２丁目１３番６号 代表取締役 清水健司
株式会社ツタヤ楽器0000013984 06-6211-7729 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

東京都文京区大塚三丁目1番1号 代表取締役 谷一文子
株式会社図書館流通センター0000000133 03-3943-2221 大企業府外

大阪府大阪市北区茶屋町1番1号 代表取締役 安川透
株式会社ドルチェ楽器0000000432 06-6377-1117 中小企業府外

京都府亀岡市本町6番地 代表取締役 荒木真
株式会社畠中天明堂0000013002 0771-22-2430 中小企業市外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

大阪府大阪市淀川区西中島五丁目6番13号 代表取締役 古川大輔
株式会社古川ちいきの総合研究所0000020192 06-7878-6376 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0005 学校・保育用品
0004 楽器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）京都府京都市下京区梅小路西中町16番地 代表取締役 吉川隆樹
株式会社フレーベル館0000011296 325-5750 中小企業府外

（支社長 黒田健二）

（滋賀県）京都府京都市上京区今出川通寺町東入米屋町296番地 代表取締役 梅本栄司
有限会社マツヲ楽器0000013061 213-2882 中小企業府外

（京都支店長 梅本栄司）

京都府福知山市字篠尾724番地 代表取締役 竹下壽代
有限会社丸信0000021611 0773-25-1789 中小企業市外

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外 （支店長 森田正樹）

（東京都）大阪府大阪市中央区高津315-2 大阪ビル本館 代表取締役社長 田村公正
株式会社ＵＳＥＮ0000021974 06-6643-8690 中小企業府外 （エンジニアセンター長 上田志朗）
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内容別名簿（物品関係）市外
0006 家具・什器・雑貨
0001 家具調度品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府大阪市 中央区城見１丁目2番27号 クリスタルタワー１６階 代表取締役 寺田政登
アート引越センター株式会社0000010242 06-6946-0123 大企業府外

大阪府大阪市 中央区南船場 １丁目6番8号 代表取締役 乘貞公彦
株式会社アートボックス0000018773 06-6271-1010 中小企業府外

（愛知県）京都府京都市伏見区西大手町307-30 エイトビル3階 代表取締役 島本迪彦
愛知株式会社0000023566 277-4459 中小企業府外 （所長 小笠原幹夫）

（宮城県）京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町391 第10長谷ビル5階B室 代表取締役 大山富生
アイリスチトセ株式会社0000019870 079-558-8693 中小企業府外 （所長 宮崎大地）

大阪府茨木市十日市町9-8 代表取締役 青井哲也
株式会社青井黒板製作所0000006026 078-974-1670 中小企業府外

東京都杉並区高円寺北二丁目20番1号 代表取締役 堤谷人
株式会社イーエムアイ0000022245 03-3336-0627 中小企業府外

大阪府大阪市西区千代崎１丁目13番13号 代表取締役 石神利一
有限会社石神木工0000016730 06-6583-3794 中小企業府外

大阪府大阪市 中央区平野町 ２丁目4番12号 平二ビル6Ｆ 代表取締役 櫛部隆行
伊藤喜ベストメイツ株式会社0000019262 06-6223-3739 中小企業府外

東京都港区赤坂6-5-16 ペアホースビルディング 代表取締役社長 田澤良一
株式会社イリア0000023136 03-5561-2160 中小企業府外

東京都江東区木場五丁目8番40号 代表取締役 長岡秀樹
ウチダエスコ株式会社0000010095 03-5639-2221 大企業府外

株式会社ウチダビジネスソリュー （滋賀県）京都府京都市中京区車屋御池下る梅屋町361-1他 アーバネックス御池ビル東 代表取締役 高田保
0000018085 213-2113 中小企業府外 館E-202 （京都支店長 田辺泰幸）ションズ

（東京都）大阪府大阪市中央区和泉町２丁目2番2号 代表取締役 大久保昇
株式会社内田洋行0000006030 06-6920-2742 大企業府外 （大阪支店長 岡野清吾）

（東京都）大阪府大阪市北区中津5丁目4番10号 代表取締役社長 秋田進
ＮＸ商事株式会社0000013839 06-6451-6781 大企業府外

（支店長 早瀬彰哉）

東京都港区港南二丁目16番1号 代表取締役 三池正泰
エム・シー・ヘルスケア株式会社0000015418 03-5781-7808 大企業府外

株式会社大阪オートマティック・ 大阪府大阪市平野区平野北1丁目5番6号 代表取締役 岩城宏和
0000000609 06-6792-0091 中小企業府外サービス

（大阪府）京都府京都市東山区清水4丁目161-1 代表取締役社長 大志野恵一郎
大志野産業株式会社0000002228 531-5808 中小企業府外 （所長 大志野恵一郎）

（神奈川県）京都府京都市 下京区烏丸通 四条下る水銀屋町612番地 四条烏丸ビル7階 代表取締役 中村雅行
株式会社オカムラ0000017276 211-6491 大企業府外 （支店長 兵庫満）

（愛知県）京都府京都市下京区河原町通松原上る２丁目富永町338 代表取締役社長 大川和昌
株式会社 オリバー0000016230 0564-27-2800 大企業府外 （次長 川崎晃平）

京都府南丹市美山町静原垣内10番地1 梶原眞
梶原商店0000011885 0771-75-0002 中小企業市外

京都府城陽市奈島下ノ畔20-2 代表取締役 武内秀介
関西畳工業株式会社0000002766 0774-53-5600 中小企業市外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0006 家具・什器・雑貨
0001 家具調度品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（大阪府）大阪府大阪市中央区瓦町４丁目５番９号 代表取締役 鷲尾修司
株式会社ガスネット0000000233 06-6204-5055 中小企業府外

（吉村和也）

（東京都）京都府京都市中京区御池通り間之町東入高宮町206番地 御池ビル 代表取締役社長 高井昌史
株式会社紀伊國屋書店0000000876 221-3310 中小企業府外

（京都営業部長 千原旭）

（東京都）大阪府大阪市淀川区木川東3-4-19 代表取締役 木原一雄
キハラ株式会社0000008749 06-6306-1710 中小企業府外 （支店長 松井康裕）

京都府宇治市槇島町吹前85-3 代表取締役 治村嘉史
京都社寺錺漆株式会社0000018024 0774-24-4489 中小企業市外

大阪府吹田市南吹田5丁目1番12号 代表取締役 松原達也
キングラン関西株式会社0000008482 06-6388-1481 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町713 代表取締役 渡邉秀隆
株式会社クマヒラ0000008661 361-5411 大企業府外 （支店長 松田敏之）

グリーンホスピタルサプライ株式 大阪府吹田市春日３丁目20番8号 代表取締役社長 城守淳
0000013064 06-6369-2296 中小企業府外会社

東京都武蔵村山市伊奈平一丁目70番2号 代表取締役 深澤重幸
ＫＳＳ株式会社0000020395 042-560-2042 中小企業府外

ＫＤＤＩまとめてオフィス関西株 （大阪府）京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634 カラスマプラザ21 代表取締役社長 山口明彦
0000019537 252-0077 大企業府外 （ソリューション京都支店長 辻井潤一）式会社

京都府亀岡市南つつじケ丘桜台3丁目3番3号 代表取締役 桑原正明
有限会社好文社0000011965 0771-22-0712 中小企業市外

（東京都）京都府京都市 下京区綾小路通 烏丸西入童侍者町167番 AYA四条烏丸ビル8 代表取締役 山岸喬
コクヨマーケティング株式会社0000013080 353-0301 大企業府外 階 （関西支社長 下辻則仁）

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 ＯＡＰタワー１５Ｆ 代表取締役 深澤重幸
コトブキシーティング株式会社0000018025 06-4801-8270 中小企業府外

（支店長 別所秀則）

（東京都）大阪府大阪市西区西本町2丁目3-10 代表取締役 大須賀健
コニカミノルタジャパン株式会社0000018268 06-6110-0633 大企業府外

（官公庁営業部長 畑山雄一）

（奈良県）滋賀県大津市大江5丁目14-20 代表取締役 小山智士
小山株式会社0000004333 077-545-5221 大企業府外 （所長 松本幸久）

（熊本県）大阪府大阪市中央区伏見町4丁目4-10 新伏見町ビル2階 代表取締役 田中稔彦
金剛株式会社0000007191 06-6220-7000 中小企業府外 （支店長 堂脇哲也）

（東京都）大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目16番29号 代表取締役 中西将之
株式会社コンパンプレイスケープ0000020754 06-6244-0131 中小企業府外 （大阪営業所長 池田健二）

サクラインターナショナル株式会 大阪府大阪市中央区備後町1-7-3 代表取締役 妙代金幸
0000020751 06-6264-3900 大企業府外社

（大阪府）大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目11番17号 心斎橋ＮＴビル10階 代表取締役 新井宏昌
三進金属工業株式会社0000006514 06-6121-7870 中小企業府外 （常務執行役員大阪支社長 中塚一也）

大阪府大阪市北区池田町1番43号 三精ビル 代表取締役 高岡岳史
株式会社三精エンジニアリング0000006677 06-6357-0791 中小企業府外
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内容別名簿（物品関係）市外
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0001 家具調度品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府大阪市北区池田町1番43号 三精ビル 代表取締役 畑中祐介
三精工事サービス株式会社0000006516 06-6356-0374 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区宮原四丁目3番29号 代表取締役 良知昇
三精テクノロジーズ株式会社0000005263 06-6393-5661 大企業府外

東京都豊島区要町3丁目36番3号 代表取締役 鈴木栄
株式会社シンリョウ0000020152 03-3973-6161 大企業府外

東京都渋谷区宇田川町2番1号 渋谷ホームズ６０３号 代表取締役 井口哲朗
ＪＳＣ株式会社0000021842 03-5456-1348 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外 （所長 猿橋生久）

大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 ニッセイ新大阪ビル 代表取締役 大浦淳司
Ｓｋｙ株式会社0000010151 06-4807-6371 大企業府外

京都府長岡京市神足麦生11 代表取締役 荒井隆志
有限会社スマイルケア0000021024 951-2340 中小企業市外

（神奈川県）大阪府大阪市中央区瓦町3-4-15 代表取締役社長 西山隆雄
株式会社総合車両製作所0000008097 06-6202-5424 大企業府外

（常務取締役営業本部長 藤本重彦）

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外 （執行役員店長 田原和也）

大阪府大阪市中央区島之内1丁目10番12号 代表取締役 中村信男
タキヤ株式会社0000015696 06-6253-0331 中小企業府外

株式会社タクト・マシン・サービ 東京都千代田区神田佐久間町一丁目26番地 代表取締役 田中健太郎
0000020556 03-6721-5030 中小企業府外ス

（大阪府）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町三番地の１ 取締役社長 佐々木正人
株式会社竹中工務店0000003756 801-2131 大企業府外 （支店長 名越健二）

大阪府大阪市都島区中野町2丁目9番1号 代表取締役 尾崎俊哉
田中商事株式会社0000015954 06-6357-5295 中小企業府外

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79 代表取締役社長 澤田太郎
株式会社大丸松坂屋百貨店0000013841 241-6981 大企業府外 （お得意様営業部部長 舟橋栄樹）

（東京都）京都府京都市南区上鳥羽菅田町33 代表取締役 大木信夫
株式会社椿や0000022859 634-9296 中小企業府外 （取締役 松尾尚）

大阪府大阪市西区京町堀2丁目12番24号 代表取締役 浜田晋
株式会社つむら工芸0000006307 06-6448-2761 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

（山形県）大阪府大阪市西区南堀江2丁目13番28号 取締役社長 加藤昌宏
株式会社天童木工0000008422 06-6531-4131 中小企業府外 （支店長 永坂英樹）
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京都府福知山市字前田佳屋野1026番地の1 代表取締役 寺尾誠
天法株式会社0000011786 0773-27-2818 中小企業市外

（大阪府）大阪府大阪市西区阿波座一丁目5番16号 代表取締役社長 辰己嘉一
株式会社デザインアーク0000006532 06-6536-6130 大企業府外

（大阪本店長 村上憲央）

（愛知県）愛知県春日井市細木町2丁目136番地 代表取締役 水野守道
株式会社トーカイ0000023583 0568-33-2855 中小企業府外 （取締役 長澤陽介）

株式会社トータルメディア開発研 東京都千代田区紀尾井町3番23号 代表取締役 山村健一郎
0000009579 03-3221-5558 大企業府外究所

神奈川県相模原市中央区清新８-９-１７ 代表取締役 緒方哲也
株式会社東洋アクアテック0000023404 042-758-5580 中小企業府外

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

東京都文京区大塚三丁目1番1号 代表取締役 谷一文子
株式会社図書館流通センター0000000133 03-3943-2221 大企業府外

（東京都）京都府京都市下京区玉津島町294 代表社員 陳妙芬
中哲合同会社0000023655 746-6102 中小企業府外

（支店長 陳妙芬）

千葉県松戸市小山510番地 代表取締役 櫻田正明
株式会社中村製作所0000012890 047-330-1111 大企業府外

（東京都）京都府京都市下京区七条御所ノ内南町103 ワコール京都ビル 代表取締役 瀬川剛
株式会社七彩0000006541 075-778-0587 中小企業府外 （関西支店長 金子法清）

大阪府東大阪市御厨中１丁目１２番２８号 代表取締役 浅田英喜
ナニワ商事株式会社0000013943 06-6787-0737 中小企業府外

大阪府大阪市西区靱本町2丁目3番8号 代表取締役社長 西尾誠一郎
株式会社西尾家具工芸社0000000476 06-6443-5555 中小企業府外

東京都大田区大森北4丁目11番11号 代表取締役 西山博務
株式会社ニシヤマ0000007243 03-5767-5351 大企業府外

東京都江戸川区中葛西４丁目19-14 代表取締役 廣岡潤
株式会社ニチマイ0000015292 03-6808-3170 中小企業府外

福岡県大野城市川久保 ３丁目1番23号 代表取締役 松浦豊喜
株式会社ニック0000017322 092-504-2489 中小企業府外

（兵庫県）京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町5番地 代表取締役社長 藤縄修平
株式会社日興商会0000008853 643-4550 大企業府外 （支店長 平塚郁）

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場2丁目5番12号 クリスタファイブ４階 代表取締役 田嶋譲太郎
日本ファイリング株式会社0000000294 06-6271-3091 大企業府外 （取締役支店長 宮川利彦）

大阪府大阪市淀川区西中島３丁目11-24 山よし第11ビル8Ｆ 代表取締役 岡田信二
株式会社ニューコンセプト0000022982 06-6303-1178 中小企業府外

大阪府大阪市 淀川区宮原 １丁目1番1号 新大阪阪急ビル 代表取締役 多田昌弘
株式会社ＮＥＸＴ0000019951 06-4807-6322 中小企業府外

東京都港区台場2丁目3番4号 代表取締役 社長執行役員 榎本修次
株式会社乃村工藝社0000000079 03-5962-1171 大企業府外
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滋賀県大津市浜大津１丁目1番13号 代表取締役 松室六兵衛
株式会社ハン六0000016009 077-525-0806 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目5番30号 代表取締役 奥井孝之
光が丘興産株式会社0000023160 06-6243-2401 中小企業府外

（執行役員支店長 石突寿啓）

株式会社フィフティ・ヴィジョナ 千葉県千葉市中央区浜野町1216-64 代表取締役 伍正仁
0000022881 043-305-1865 中小企業府外リー

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

株式会社富士通マーケティング・ （東京都）京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1 代表取締役 福田耕一
0000010286 252-9787 中小企業府外 （部長 吉田昌史）オフィスサービス

富士フイルムビジネスイノベーシ （東京都）京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85番地1 代表取締役 旗生泰一
0000008231 241-0281 大企業府外 （京都支社長 山口渉）ョンジャパン株式会社

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（東京都）京都府京都市上京区革堂西町529-1 代表取締役 池田茂
フランスベッド株式会社0000001082 451-2660 大企業府外

（営業所長 五島雄一）

大阪府大阪市淀川区西中島五丁目6番13号 代表取締役 古川大輔
株式会社古川ちいきの総合研究所0000020192 06-7878-6376 中小企業府外

東京都中央区銀座三丁目4番12号 代表取締役 佐藤義則
株式会社文祥堂0000014684 03-3566-3535 大企業府外

大阪府枚方市春日西町二丁目２７番２８号 代表取締役 野々宮英一郎
豊栄産業株式会社0000023371 072-859-3906 中小企業府外

奈良県大和郡山市横田町595番地の1 代表取締役 北森康史
株式会社ホウワ0000010500 0743-57-8000 中小企業府外

京都府福知山市字天田391番地の乙 代表取締役 堀智章
株式会社堀通信0000015309 0773-22-1220 中小企業市外

京都府城陽市市辺五島84番地の2 代表取締役 堀井誠二
ホリモク株式会社0000013989 0774-52-0032 中小企業市外

岐阜県多治見市廿原町226番地の1の1 代表取締役 五島達明
株式会社ホワイトハウス0000022649 0572-23-6464 中小企業府外

新潟県燕市吉田法花堂1949番地1 代表取締役 本間正隆
株式会社本宏製作所0000021946 0256-93-7043 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目16番29号 代表取締役 中西弘子
株式会社ボーネルンド0000020728 06-6244-0131 大企業府外 （大阪営業所長 池田健二）

大阪府羽曳野市恵我之荘三丁目１番１号 代表取締役社長 山本裕
株式会社凡美社0000022900 03-3663-9001 中小企業府外

（東京都）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46番地の1 代表取締役 矢野正也
丸善雄松堂株式会社0000008771 863-5321 大企業府外 （支店長 廣谷紀暁）

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外 （支店長 森田正樹）
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（東京都）大阪府大阪市港区弁天１丁目2番1号 代表取締役 矢倉俊彦
株式会社ムラヤマ0000005787 06-6577-3800 大企業府外

（関西支社長 柳川満久）

福岡県みやま市瀬高町下庄１６１６-１１ 代表取締役 諸藤洋平
モロフジ株式会社0000023378 0944-63-5300 中小企業府外

滋賀県高島市今津町 弘川273-10 代表取締役 八坂肇
株式会社ヤサカ0000017439 0740-22-2751 中小企業府外

（大阪府）大阪府東大阪市長田中3丁目5-44 代表取締役社長 高橋俊泰
株式会社ライオン事務器0000023553 06-6747-1335 大企業府外 （大阪本店長 稲田隆史）

ロングライフグローバルコンサル 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 梅田センタービル２５階 代表取締役 石橋段
0000023333 06-6373-9191 中小企業府外タント株式会社

埼玉県熊谷市問屋町2-2-6 2F 代表取締役 古屋瑞規
ワエストロ株式会社0000022617 048-527-1181 中小企業府外
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大阪府大阪市 中央区城見１丁目2番27号 クリスタルタワー１６階 代表取締役 寺田政登
アート引越センター株式会社0000010242 06-6946-0123 大企業府外

東京都渋谷区神宮前五丁目2番8号 代表取締役 杉村総一郎
アートファクトリー玄株式会社0000009104 03-3407-9175 中小企業府外

大阪府大阪市 中央区南船場 １丁目6番8号 代表取締役 乘貞公彦
株式会社アートボックス0000018773 06-6271-1010 中小企業府外

大阪府大阪市 東成区神路 ４丁目3番18号 代表取締役 光山卓也
旭株式会社0000017363 06-6972-8866 中小企業府外

大阪府柏原市大正2丁目9番6号 代表取締役 吉田也真登
朝日衛生材料株式会社0000009114 072-971-3555 中小企業府外

京都府長岡京市勝竜寺蔵道8番地 代表取締役 北郷雄二
旭リスター株式会社0000002890 925-7701 中小企業市外

愛知県岡崎市八帖北町42番地11 代表取締役 金子桂典
渥美製鋼有限会社0000016690 0564-21-7385 中小企業府外

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-1-38 ソシエ弐番館1階 代表取締役 山田佳澄
アパマーケティング株式会社0000019245 0467-87-7513 中小企業府外

アルフォーインターナショナル株 （千葉県）福岡県福岡市中央区天神２丁目14番8号 代表取締役 柏木龍雄
0000016362 092-761-5501 中小企業府外 （支店長 長尾和美）式会社

（大阪府）滋賀県湖南市高松町8-1 代表取締役 木野村圭右
株式会社アルボース0000022850 0748-75-1281 中小企業府外 （京滋営業所長 伊東寛喜）

兵庫県南あわじ市市福永362番地の7 代表取締役 井上佳典
有限会社淡路0000017464 0799-42-5333 中小企業府外

東京都杉並区高円寺北二丁目20番1号 代表取締役 堤谷人
株式会社イーエムアイ0000022245 03-3336-0627 中小企業府外

大阪府東大阪市荒本北1丁目4番17号 クリエイション・コア東大阪4階 代表取締役 森下修二
イーシーテクノ株式会社0000016698 06-6747-2323 中小企業府外

東京都港区赤坂6-5-16 ペアホースビルディング 代表取締役社長 田澤良一
株式会社イリア0000023136 03-5561-2160 中小企業府外

大阪府松原市田井城１丁目６‐２２ 、５Ｆ‐Ａ 代表社員 項師
ヴィレップス合同会社0000022342 072-294-6450 中小企業府外

東京都港区港南二丁目16番1号 代表取締役 三池正泰
エム・シー・ヘルスケア株式会社0000015418 03-5781-7808 大企業府外

大阪府大阪市 住之江区新北島 ７丁目1番79号 代表取締役 谷口斌
大阪すみれ分包機株式会社0000008903 06-6657-7168 中小企業府外

東京都千代田区神田錦町3-19-21 代表取締役 百村功
株式会社オフィスジャパン0000022622 03-5281-0277 中小企業府外

京都府南丹市美山町静原垣内10番地1 梶原眞
梶原商店0000011885 0771-75-0002 中小企業市外

奈良県香芝市北今市四丁目245番地の1 代表取締役 亀川法生
株式会社カメカワ0000020438 0745-76-4128 中小企業府外
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（東京都）大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-3-5 本町サミットビル5F 代表取締役 安永圭佑
川上産業株式会社0000022610 06-6245-2851 中小企業府外

（所長 神本恵介）

神奈川県相模原市中央区鹿沼台2丁目1番3号 代表取締役 河本伊久雄
株式会社河本総合防災0000020182 042-752-6121 大企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区平野町１丁目8番13号 代表取締役社長 北村和夫
北村化学産業株式会社0000019571 06-6202-8172 中小企業府外 （大阪営業課課長 正木聖也）

（東京都）京都府京都市中京区御池通り間之町東入高宮町206番地 御池ビル 代表取締役社長 高井昌史
株式会社紀伊國屋書店0000000876 221-3310 中小企業府外 （京都営業部長 千原旭）

京都府宇治市槇島町吹前85-3 代表取締役 治村嘉史
京都社寺錺漆株式会社0000018024 0774-24-4489 中小企業市外

（東京都）京都府京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町713 代表取締役 渡邉秀隆
株式会社クマヒラ0000008661 361-5411 大企業府外 （支店長 松田敏之）

株式会社ケイエスティープロダク 京都府向日市上植野町桑原12番地の9 代表取締役 時岡伸行
0000017207 933-2555 中小企業市外ション

岡山県倉敷市福田町 古新田1214-17 代表取締役 井上泰裕
株式会社健康日本総合研究所0000017277 086-454-0208 中小企業府外

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

東京都中野区中央一丁目38番1号-2107 代表取締役 六川和樹
株式会社サムライコネクション0000020148 03-3371-5317 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市北区紫竹上本町12 代表取締役 更家史朗
サラヤ株式会社0000000346 494-0800 中小企業府外 （支店長 西澤正志）

神奈川県横浜市 都筑区北山田 ２丁目2-2 代表取締役 阪本英治
サンエス技研株式会社0000020508 045-595-2201 中小企業府外

大阪府大阪市西区新町１丁目１０番２号 代表取締役 里井和行
三恒商事株式会社0000014009 06-6538-0571 中小企業府外

京都府宮津市字鶴賀2070番地の1 代表取締役 今井一雄
株式会社三洋商事0000023153 0772-22-4333 中小企業市外

京都府長岡京市神足 雲宮5番地の1 代表取締役 塩見和彦
株式会社塩見商店0000018137 953-3001 中小企業市外

静岡県静岡市葵区竜南一丁目15番5号 代表取締役 山下春樹
株式会社シティサポート0000023144 054-248-2288 中小企業府外

長野県長野市桐原１丁目２ー１２ 代表取締役 小野大輔
信濃化学工業株式会社0000016664 026-243-1115 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外 （所長 猿橋生久）

東京都千代田区東神田2丁目5番15号 代表取締役社長 五十君猛
ジェイフィルム株式会社0000010145 03-3862-9330 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区今橋４丁目4番7号 代表取締役 久本博之
十全株式会社0000023231 06-6202-7191 中小企業府外 （支店長 星野泰男）
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京都府長岡京市神足麦生11 代表取締役 荒井隆志
有限会社スマイルケア0000021024 951-2340 中小企業市外

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外

（執行役員店長 田原和也）

大阪府守口市金田町三丁目24番8号 代表取締役 瀧正明
株式会社タキ商店0000021771 06-6901-1413 中小企業府外

愛知県名古屋市西区牛島町6番地1号 名古屋ルーセントタワー24階 代表取締役社長執行役員 滝一夫
タキヒヨー株式会社0000022350 052-587-7137 大企業府外

大阪府大阪市中央区島之内1丁目10番12号 代表取締役 中村信男
タキヤ株式会社0000015696 06-6253-0331 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町三番地の１ 取締役社長 佐々木正人
株式会社竹中工務店0000003756 801-2131 大企業府外 （支店長 名越健二）

大阪府大阪市都島区中野町2丁目9番1号 代表取締役 尾崎俊哉
田中商事株式会社0000015954 06-6357-5295 中小企業府外

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

大阪府大阪市西成区岸里東1丁目8番14号 代表取締役 坂野守信
大日産業株式会社0000013235 06-6653-1313 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79 代表取締役社長 澤田太郎
株式会社大丸松坂屋百貨店0000013841 241-6981 大企業府外 （お得意様営業部部長 舟橋栄樹）

（東京都）京都府京都市南区上鳥羽菅田町33 代表取締役 大木信夫
株式会社椿や0000022859 634-9296 中小企業府外 （取締役 松尾尚）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

大阪府大阪市 東淀川区上新庄 １丁目２番７号 代表取締役 寺井克政
株式会社テライ0000020493 06-6325-3356 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外

（営業支店長 石田勝則）

長野県伊那市西春近2308-2 代表取締役 清水翔平
デジタルランド株式会社0000022845 0265-74-8630 中小企業府外

東京都文京区本駒込2丁目29番22号 代表取締役 田中義紀
株式会社東京法規出版0000000163 03-5977-0300 中小企業府外

神奈川県相模原市中央区清新８-９-１７ 代表取締役 緒方哲也
株式会社東洋アクアテック0000023404 042-758-5580 中小企業府外

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

（東京都）京都府京都市下京区玉津島町294 代表社員 陳妙芬
中哲合同会社0000023655 746-6102 中小企業府外 （支店長 陳妙芬）

東京都大田区大森北4丁目11番11号 代表取締役 西山博務
株式会社ニシヤマ0000007243 03-5767-5351 大企業府外
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大阪府大阪市此花区西九条3丁目16番3号 代表取締役 上田常義
日化産業株式会社0000009826 06-6462-7321 中小企業府外

大阪府豊中市名神口3丁目7番14号 代表取締役 松井壮高
株式会社ニック0000013009 06-6334-2981 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西中島３丁目11-24 山よし第11ビル8Ｆ 代表取締役 岡田信二
株式会社ニューコンセプト0000022982 06-6303-1178 中小企業府外

大阪府大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 代表取締役 一橋俊司
ハクゾウメディカル株式会社0000008350 06-6942-0451 中小企業府外

大阪府箕面市船場西１丁目5番1号 代表取締役 藏田和哲
株式会社パブロ・クリエーション0000021956 072-729-4850 中小企業府外

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

東京都港区芝二丁目１番２８号 芝アネックスビル７階 代表取締役社長 林基史
株式会社ｆｕｎｂｏｘ0000023413 03-6899-2255 中小企業府外

株式会社フィフティ・ヴィジョナ 千葉県千葉市中央区浜野町1216-64 代表取締役 伍正仁
0000022881 043-305-1865 中小企業府外リー

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

大阪府大阪市淀川区西中島五丁目6番13号 代表取締役 古川大輔
株式会社古川ちいきの総合研究所0000020192 06-7878-6376 中小企業府外

奈良県大和高田市大中16番地4 竹村ビル5階 代表取締役 虎走恵介
株式会社文政0000021582 0745-23-7775 中小企業府外

福岡県福岡市博多区金の隈３丁目６番２２号 代表取締役 吉武智博
プラテック株式会社0000020491 092-504-6821 中小企業府外

兵庫県尼崎市大庄西町1丁目2番3号 クレスト武庫川102号 代表取締役 嵯峨山公昭
有限会社豊和0000023686 06-6416-4343 中小企業府外

東京都台東区北上野2丁目28番2号 プリムラ・ハセビル 代表取締役 小林秀一
株式会社保健福祉ネットワーク0000023690 03-5806-3553 中小企業府外

岐阜県多治見市廿原町226番地の1の1 代表取締役 五島達明
株式会社ホワイトハウス0000022649 0572-23-6464 中小企業府外

岐阜県大垣市荒尾町674番地 代表取締役 堤俊彦
丸硝株式会社0000014071 0584-91-4756 中小企業府外

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外 （支店長 森田正樹）

福井県敦賀市山泉7号15番地3 代表取締役 宮元武利
株式会社ミヤゲン0000015385 0770-21-0038 中小企業府外

大阪府大阪市浪速区桜川４丁目10番27号 代表取締役 三好尚志
株式会社ミヨシ0000016031 06-6567-0821 中小企業府外
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愛媛県松山市本町1丁目2番地1 代表取締役 清水完二
村上産業株式会社0000019573 089-947-3111 中小企業府外

メディアインターナショナル株式 福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目1-33 はかた近代ビル２F 代表取締役 江口揚
0000020786 092-474-1598 中小企業府外会社

株式会社メディカルウェイストシ 滋賀県栗東市手原三丁目10番11号 代表取締役 貝原束
0000012764 077-551-6180 中小企業府外ステム

兵庫県神戸市東灘区本山南町八丁目6番26号 東神戸センタービルＷＥＳＴ棟７階 代表取締役 元林承治
株式会社元林0000022232 078-436-1267 中小企業府外

京都府城陽市富野南清水76 代表取締役 田嶋利之
株式会社モリタ0000016661 0774-52-0454 中小企業市外

福岡県みやま市瀬高町下庄１６１６-１１ 代表取締役 諸藤洋平
モロフジ株式会社0000023378 0944-63-5300 中小企業府外

大阪府大阪市中央区博労町１丁目2番8号 代表取締役 木下和明
株式会社葯信社0000000283 06-6262-3113 中小企業府外

岐阜県安八郡安八町東結字柳田544の1 代表取締役 森康成
株式会社ユイテック0000020477 0584-47-8180 中小企業府外

兵庫県明石市二見町東二見948-1 代表取締役 木村晋也
株式会社Life Innovation Japan0000022887 050-5363-3915 中小企業府外

京都府宇治市菟道門前4番地の10 代表取締役 利田孝司
株式会社利招園茶舗0000014537 0774-22-0877 中小企業市外

ロングライフグローバルコンサル 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 梅田センタービル２５階 代表取締役 石橋段
0000023333 06-6373-9191 中小企業府外タント株式会社

大阪府大阪市東成区玉津1丁目9番10号 代表取締役 荒木俊昭
ワイコム株式会社0000023624 06-6972-1255 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0006 家具・什器・雑貨
0003 記章・カップ・時計・額縁

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府大阪市 中央区城見１丁目2番27号 クリスタルタワー１６階 代表取締役 寺田政登
アート引越センター株式会社0000010242 06-6946-0123 大企業府外

大阪府大阪市 中央区南船場 １丁目6番8号 代表取締役 乘貞公彦
株式会社アートボックス0000018773 06-6271-1010 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区生玉町3番10号 取締役社長 杉本昌弘
株式会社アド近鉄0000005540 06-6774-5400 中小企業府外

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-1-38 ソシエ弐番館1階 代表取締役 山田佳澄
アパマーケティング株式会社0000019245 0467-87-7513 中小企業府外

東京都杉並区高円寺北二丁目20番1号 代表取締役 堤谷人
株式会社イーエムアイ0000022245 03-3336-0627 中小企業府外

東京都港区赤坂6-5-16 ペアホースビルディング 代表取締役社長 田澤良一
株式会社イリア0000023136 03-5561-2160 中小企業府外

京都府南丹市美山町静原垣内10番地1 梶原眞
梶原商店0000011885 0771-75-0002 中小企業市外

京都府宇治市莵道森本35-7 代表取締役 松山恭久
有限会社球道0000017451 0774-21-8910 中小企業市外

京都府宇治市槇島町吹前85-3 代表取締役 治村嘉史
京都社寺錺漆株式会社0000018024 0774-24-4489 中小企業市外

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

京都府宮津市字鶴賀2070番地の1 代表取締役 今井一雄
株式会社三洋商事0000023153 0772-22-4333 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市城東区東中浜8丁目3番20号 代表取締役 細萱直人
シチズンＴＩＣ株式会社0000000676 06-6961-8663 中小企業府外 （支店長 河本良三）

静岡県静岡市葵区竜南一丁目15番5号 代表取締役 山下春樹
株式会社シティサポート0000023144 054-248-2288 中小企業府外

京都府宇治市宇治妙楽146 代表取締役 梶均
有限会社昇苑くみひも0000022697 0774-23-5510 中小企業市外

（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外 （所長 猿橋生久）

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外 （執行役員店長 田原和也）

（大阪府）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町三番地の１ 取締役社長 佐々木正人
株式会社竹中工務店0000003756 801-2131 大企業府外 （支店長 名越健二）

大阪府大阪市都島区中野町2丁目9番1号 代表取締役 尾崎俊哉
田中商事株式会社0000015954 06-6357-5295 中小企業府外

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79 代表取締役社長 澤田太郎
株式会社大丸松坂屋百貨店0000013841 241-6981 大企業府外 （お得意様営業部部長 舟橋栄樹）
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大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外

（営業支店長 石田勝則）

京都府福知山市字前田佳屋野1026番地の1 代表取締役 寺尾誠
天法株式会社0000011786 0773-27-2818 中小企業市外

神奈川県相模原市中央区清新８-９-１７ 代表取締役 緒方哲也
株式会社東洋アクアテック0000023404 042-758-5580 中小企業府外

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番18号 代表取締役 安本知治
株式会社トラフィックス0000023656 06-6445-9230 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区玉津島町294 代表社員 陳妙芬
中哲合同会社0000023655 746-6102 中小企業府外

（支店長 陳妙芬）

（東京都）京都府京都市下京区七条御所ノ内南町103 ワコール京都ビル 代表取締役 瀬川剛
株式会社七彩0000006541 075-778-0587 中小企業府外

（関西支店長 金子法清）

東京都大田区大森北4丁目11番11号 代表取締役 西山博務
株式会社ニシヤマ0000007243 03-5767-5351 大企業府外

大阪府大阪市淀川区西中島３丁目11-24 山よし第11ビル8Ｆ 代表取締役 岡田信二
株式会社ニューコンセプト0000022982 06-6303-1178 中小企業府外

大阪府箕面市船場西１丁目5番1号 代表取締役 藏田和哲
株式会社パブロ・クリエーション0000021956 072-729-4850 中小企業府外

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

滋賀県大津市打出浜3番50号 代表取締役 藤野誠
ビジネスサービス株式会社0000023567 077-525-8078 中小企業府外

東京都港区芝二丁目１番２８号 芝アネックスビル７階 代表取締役社長 林基史
株式会社ｆｕｎｂｏｘ0000023413 03-6899-2255 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

大阪府大阪市淀川区西中島五丁目6番13号 代表取締役 古川大輔
株式会社古川ちいきの総合研究所0000020192 06-7878-6376 中小企業府外

プレンティグローバルリンクス株 京都府向日市上植野町伴田10番地 代表取締役 田中隆行
0000022654 924-4308 中小企業市外式会社

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外 （支店長 森田正樹）

福岡県みやま市瀬高町下庄１６１６-１１ 代表取締役 諸藤洋平
モロフジ株式会社0000023378 0944-63-5300 中小企業府外
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大阪府大阪市東住吉区桑津４丁目1-5 代表者 山縣勝彦
綜合企画 ヤマカツ自販0000022839 06-6714-9950 中小企業府外

奈良県橿原市北八木町１丁目6番16号 代表取締役 和田英徳
大和中央製薬株式会社0000018233 0744-22-2043 中小企業府外

大阪府大阪市東成区東小橋２丁目1番1号 代表取締役 斉藤正文
株式会社雄工舎0000000679 06-6971-1544 中小企業府外
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内容別名簿（物品関係）市外
0007 繊維・皮革・ゴム製品
0001 被服

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町10番2号 代表 藤田修士
Ａｒｋ0000023130 090-2280-8177 中小企業府外

大阪府大阪市西区新町4丁目13番1号 代表取締役 赤尾隆
株式会社赤尾0000014539 06-6532-4131 中小企業府外

大阪府大阪市中央区南本町1丁目8番14号 堺筋本町ビル 代表取締役社長 小河原正幸
朝日加工株式会社0000020778 06-6271-2046 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町11 代表取締役 増本敏幸
株式会社アヤハディオ0000023600 326-6700 大企業府外 （店長 鍵本純一）

大阪府大阪市生野区巽北4丁目12番地37号 代表取締役 今荘政明
株式会社 イマジョー0000015512 06-6754-5511 中小企業府外

イヨンインターナショナル株式会 東京都港区南青山一丁目1番1号 新青山ビル西館23階 代表取締役 原寛
0000021797 03-3470-1755 中小企業府外社

大阪府岸和田市春木大小路町6番16号 代表取締役 善野謙一
株式会社エスオーシー0000023632 072-439-3529 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区中津5丁目4番10号 代表取締役社長 秋田進
ＮＸ商事株式会社0000013839 06-6451-6781 大企業府外

（支店長 早瀬彰哉）

兵庫県姫路市御国野町国分寺78 代表取締役 鎌谷正弘
株式会社カマタニ0000015444 079-252-1634 中小企業府外

大阪府池田市栄本町8番7号 代表者 河村武彦
河村商店0000021039 072-752-3943 中小企業府外

大阪府枚方市長尾家具町1丁目5番25号 代表取締役 松本理沙
株式会社京宝ベビー0000000711 072-851-1162 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目1番3号 ＳＯＲＡ新大阪２１・１４０１室 代表取締役 山本日出男
キンパイ商事株式会社0000000463 06-6396-6451 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区本町2丁目1番6号 代表取締役 倉本朝晴
株式会社倉本産業0000000372 06-6734-3110 中小企業府外

（支店長 森田克正）

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

大阪府大阪市中央区谷町9丁目1-18 アクセス谷町ビル8Ｆ 代表取締役 小山智士
小山メディカルサービス株式会社0000022841 06-4305-7132 中小企業府外

滋賀県彦根市南川瀬町1547番地 代表取締役 田中秀彦
株式会社シガドライウィザース0000015683 0749-25-1393 中小企業府外

静岡県静岡市葵区竜南一丁目15番5号 代表取締役 山下春樹
株式会社シティサポート0000023144 054-248-2288 中小企業府外

（神奈川県）京都府京都市伏見区竹田三ツ杭町59 代表取締役 柴橋和弘
株式会社柴橋商会0000008255 641-1616 大企業府外 （支店長 坂東憲）

京都府宇治市宇治妙楽146 代表取締役 梶均
有限会社昇苑くみひも0000022697 0774-23-5510 中小企業市外

東京都豊島区要町3丁目36番3号 代表取締役 鈴木栄
株式会社シンリョウ0000020152 03-3973-6161 大企業府外
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（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外

（所長 猿橋生久）

福井県敦賀市若葉町二丁目1770番地 代表取締役 徳本達郎
株式会社ジャクエツ0000009235 0770-25-2200 中小企業府外

奈良県北葛城郡河合町大字川合490番地 代表取締役 田畑三治
有限会社スケープテクチャー0000021279 0745-56-3107 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外 （執行役員店長 田原和也）

大阪府大阪市中央区南本町2丁目2番9号 代表取締役 辰野克彦
辰野株式会社0000008943 06-6263-2332 中小企業府外

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

（奈良県）京都府京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436 永和御池ビル606号 代表取締役 鶴島敏章
鶴島商事株式会社0000023165 090-9885-8182 中小企業府外

（代表取締役兼所長 鶴島敏章）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

（岐阜県）大阪府摂津市鳥飼本町4丁目8番9号 代表取締役 小野木孝二
株式会社トーカイ0000014019 072-653-8855 大企業府外 （支店長 鶴岡正樹）

大阪府豊中市西泉丘三丁目3番23-613号 代表社員 中村智徳
合同会社豊中商店0000023200 06-7508-7325 中小企業府外

（長崎県）大阪府大阪市淀川区西三国１丁目2番37号 代表取締役 中村康祐
株式会社ナカムラ消防化学0000011923 06-6399-9292 中小企業府外 （所長 中頭徹男）

大阪府豊中市名神口3丁目7番14号 代表取締役 松井壮高
株式会社ニック0000013009 06-6334-2981 中小企業府外

（神奈川県）大阪府大阪市淀川区西中島1丁目11番16号 代表取締役 岩崎潤一
日本船舶薬品株式会社0000016643 06-6885-8991 中小企業府外

（所長 八尾正基）

大阪府大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 代表取締役 一橋俊司
ハクゾウメディカル株式会社0000008350 06-6942-0451 中小企業府外

大阪府箕面市船場西１丁目5番1号 代表取締役 藏田和哲
株式会社パブロ・クリエーション0000021956 072-729-4850 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目5番30号 代表取締役 奥井孝之
光が丘興産株式会社0000023160 06-6243-2401 中小企業府外 （執行役員支店長 石突寿啓）

滋賀県大津市打出浜3番50号 代表取締役 藤野誠
ビジネスサービス株式会社0000023567 077-525-8078 中小企業府外

大阪府摂津市鳥飼銘木町15番21号 代表取締役 堀本和幸
株式会社ピーシー販売0000017664 072-653-3201 中小企業府外

東京都港区芝二丁目１番２８号 芝アネックスビル７階 代表取締役社長 林基史
株式会社ｆｕｎｂｏｘ0000023413 03-6899-2255 中小企業府外
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株式会社フィフティ・ヴィジョナ 千葉県千葉市中央区浜野町1216-64 代表取締役 伍正仁
0000022881 043-305-1865 中小企業府外リー

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

東京都台東区北上野2丁目28番2号 プリムラ・ハセビル 代表取締役 小林秀一
株式会社保健福祉ネットワーク0000023690 03-5806-3553 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区塚本2-4-1 代表取締役 後藤麻利子
株式会社ポータ工業0000022348 06-6838-5005 中小企業府外 （支店長 宮前雄一）

（岐阜県）京都府京都市中京区高倉通御池上る柊町569番地 代表取締役 辻博
マルギ繊維株式会社0000016642 221-3600 中小企業府外 （支店長 松崎護幸）

京都府福知山市字篠尾724番地 代表取締役 竹下壽代
有限会社丸信0000021611 0773-25-1789 中小企業市外

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外

（支店長 森田正樹）

（東京都）京都府京都市 西京区桂 池尻町112番地 代表取締役 松村不二夫
ミドリ安全株式会社0000001837 394-3071 大企業府外

（支店長 島畑雄一郎）

（岡山県）兵庫県神戸市西区見津が丘1丁目16番1 代表取締役 高杉彰
都ユニリース株式会社0000020546 078-998-2580 中小企業府外 （神戸支店長 蛭子孝洋）

メディアインターナショナル株式 福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目1-33 はかた近代ビル２F 代表取締役 江口揚
0000020786 092-474-1598 中小企業府外会社

福岡県みやま市瀬高町下庄１６１６-１１ 代表取締役 諸藤洋平
モロフジ株式会社0000023378 0944-63-5300 中小企業府外

奈良県橿原市北八木町１丁目6番16号 代表取締役 和田英徳
大和中央製薬株式会社0000018233 0744-22-2043 中小企業府外

大阪府大阪市西区京町堀一丁目14番24号 タツト靭公園ビル401 代表取締役 中尾誠志
株式会社ＲＥＬＩＥＦ0000022357 06-6940-6414 中小企業府外

ロングライフグローバルコンサル 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 梅田センタービル２５階 代表取締役 石橋段
0000023333 06-6373-9191 中小企業府外タント株式会社

大阪府大阪市東成区玉津1丁目9番10号 代表取締役 荒木俊昭
ワイコム株式会社0000023624 06-6972-1255 中小企業府外
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（滋賀県）京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391 第10長谷ビル4F 代表取締役 谷口彰
アインズ株式会社0000001659 353-7383 中小企業府外

（所長 藤澤成倫）

大阪府大阪市中央区南本町1丁目8番14号 堺筋本町ビル 代表取締役社長 小河原正幸
朝日加工株式会社0000020778 06-6271-2046 中小企業府外

大阪府大阪市北区東天満2丁目7番12号 代表取締役 大嶋雄三
株式会社アステム0000008981 06-6242-6681 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区生玉町3番10号 取締役社長 杉本昌弘
株式会社アド近鉄0000005540 06-6774-5400 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町11 代表取締役 増本敏幸
株式会社アヤハディオ0000023600 326-6700 大企業府外 （店長 鍵本純一）

大阪府河内長野市日東町11-8 代表取締役 山本省三
株式会社アルファテクノ0000020171 0721-21-5134 中小企業府外

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

大阪府大阪市西区千代崎１丁目13番13号 代表取締役 石神利一
有限会社石神木工0000016730 06-6583-3794 中小企業府外

愛知県名古屋市中区栄3-19-4 代表取締役 市橋康男
市岡株式会社0000015804 052-261-5431 中小企業府外

大阪府岸和田市春木大小路町6番16号 代表取締役 善野謙一
株式会社エスオーシー0000023632 072-439-3529 中小企業府外

大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビル4階 代表取締役 古澤みちよ
株式会社Ngrowing0000018367 06-6453-5757 中小企業府外

京都府南丹市美山町静原垣内10番地1 梶原眞
梶原商店0000011885 0771-75-0002 中小企業市外

神奈川県相模原市中央区鹿沼台2丁目1番3号 代表取締役 河本伊久雄
株式会社河本総合防災0000020182 042-752-6121 大企業府外

大阪府高槻市芝生町２丁目52番10号 代表取締役 阿部陽
株式会社カンプリ0000015709 072-679-4300 中小企業府外

大阪府枚方市長尾家具町1丁目5番25号 代表取締役 松本理沙
株式会社京宝ベビー0000000711 072-851-1162 中小企業府外

大阪府吹田市南吹田5丁目1番12号 代表取締役 松原達也
キングラン関西株式会社0000008482 06-6388-1481 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区本町2丁目1番6号 代表取締役 倉本朝晴
株式会社倉本産業0000000372 06-6734-3110 中小企業府外 （支店長 森田克正）

（福岡県）京都府京都市伏見区竹田田中殿町75番地 代表取締役 久保孝二
株式会社グリーンクロス0000018278 605-3171 大企業府外 （支社長 高村尚宏）

大阪府寝屋川市高宮栄町11番10号 代表取締役 長元良二
株式会社京阪工技社0000009016 06-6951-5803 中小企業府外

兵庫県神戸市東灘区住吉宮町2丁目19番21号 代表取締役 荒巻道洋
コーベベビー株式会社0000008398 078-854-3011 大企業府外
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愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

（奈良県）滋賀県大津市大江5丁目14-20 代表取締役 小山智士
小山株式会社0000004333 077-545-5221 大企業府外

（所長 松本幸久）

神奈川県横浜市 都筑区北山田 ２丁目2-2 代表取締役 阪本英治
サンエス技研株式会社0000020508 045-595-2201 中小企業府外

株式会社サンケン・エンジニアリ （福岡県）大阪府吹田市芳野町2番8号 代表取締役 筒芳成
0000012858 06-6338-8052 中小企業府外 （支店長 中沢秀記）ング

大阪府大阪市大正区鶴町２丁目15番26号 代表取締役 山梶章
三晃工業株式会社0000006838 06-6555-7052 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目6番2号 代表取締役 小嶋敦
サンセイ株式会社0000019554 06-6395-1119 大企業府外

大阪府大阪市北区池田町1番43号 三精ビル 代表取締役 高岡岳史
株式会社三精エンジニアリング0000006677 06-6357-0791 中小企業府外

大阪府大阪市北区池田町1番43号 三精ビル 代表取締役 畑中祐介
三精工事サービス株式会社0000006516 06-6356-0374 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区宮原四丁目3番29号 代表取締役 良知昇
三精テクノロジーズ株式会社0000005263 06-6393-5661 大企業府外

愛知県名古屋市 千種区松軒 １丁目5番16号 代表取締役 真野幸明
株式会社シーエスエス総合舞台0000018138 052-711-2266 中小企業府外

滋賀県彦根市南川瀬町1547番地 代表取締役 田中秀彦
株式会社シガドライウィザース0000015683 0749-25-1393 中小企業府外

静岡県静岡市葵区竜南一丁目15番5号 代表取締役 山下春樹
株式会社シティサポート0000023144 054-248-2288 中小企業府外

（神奈川県）京都府京都市伏見区竹田三ツ杭町59 代表取締役 柴橋和弘
株式会社柴橋商会0000008255 641-1616 大企業府外

（支店長 坂東憲）

京都府宇治市宇治妙楽146 代表取締役 梶均
有限会社昇苑くみひも0000022697 0774-23-5510 中小企業市外

東京都渋谷区宇田川町2番1号 渋谷ホームズ６０３号 代表取締役 井口哲朗
ＪＳＣ株式会社0000021842 03-5456-1348 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外 （所長 猿橋生久）

（大阪府）大阪府大阪市西区新町２丁目4番2号 なにわ筋SIAビル1階 代表取締役社長 村瀬典久
株式会社スミノエ0000015370 06-6537-6310 中小企業府外 （西日本支社長 佐々木和馬）

大阪府大阪市中央区南船場三丁目11番20号 代表取締役 永田鉄平
住江織物株式会社0000005052 06-6251-6801 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外 （執行役員店長 田原和也）

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外
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（東京都）京都府京都市南区上鳥羽菅田町33 代表取締役 大木信夫
株式会社椿や0000022859 634-9296 中小企業府外

（取締役 松尾尚）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（東京都）大阪府大阪市淀川区木川東4丁目8番33号 代表取締役社長 池澤嘉悟
ＴＳＰ太陽株式会社0000006098 06-6306-3150 大企業府外 （大阪支店長 杉本裕紀）

（大阪府）京都府京都市南区吉祥院西の庄西中町41番地3 代表取締役社長 西隆之
ＴＳＰ西日本株式会社0000009064 315-5224 中小企業府外 （営業所長 田中秀明）

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

（大阪府）大阪府大阪市西区阿波座一丁目5番16号 代表取締役社長 辰己嘉一
株式会社デザインアーク0000006532 06-6536-6130 大企業府外 （大阪本店長 村上憲央）

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番18号 代表取締役 安本知治
株式会社トラフィックス0000023656 06-6445-9230 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区玉津島町294 代表社員 陳妙芬
中哲合同会社0000023655 746-6102 中小企業府外 （支店長 陳妙芬）

大阪府大阪市中央区内本町１丁目1番6号 内本町Ｂ＆Ｍビル6階 代表社長 帳立杰
合同会社中村商事0000020509 06-4792-7598 中小企業府外

（長崎県）大阪府大阪市淀川区西三国１丁目2番37号 代表取締役 中村康祐
株式会社ナカムラ消防化学0000011923 06-6399-9292 中小企業府外 （所長 中頭徹男）

大阪府豊中市名神口3丁目7番14号 代表取締役 松井壮高
株式会社ニック0000013009 06-6334-2981 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西中島３丁目11-24 山よし第11ビル8Ｆ 代表取締役 岡田信二
株式会社ニューコンセプト0000022982 06-6303-1178 中小企業府外

大阪府大阪市中央区久太郎町１丁目6番29号 フォーキャスト堺筋本町10階 代表取締役 前田征道
株式会社ハートス0000005677 06-6265-2651 中小企業府外

奈良県奈良市四条大路４丁目２番１５号 代表取締役 岡田和博
株式会社阪奈宣伝社0000018219 0742-93-9365 中小企業府外

大阪府箕面市船場西１丁目5番1号 代表取締役 藏田和哲
株式会社パブロ・クリエーション0000021956 072-729-4850 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目5番30号 代表取締役 奥井孝之
光が丘興産株式会社0000023160 06-6243-2401 中小企業府外 （執行役員支店長 石突寿啓）

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

滋賀県大津市打出浜3番50号 代表取締役 藤野誠
ビジネスサービス株式会社0000023567 077-525-8078 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）
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富士フイルムイメージングシステ 東京都品川区西五反田 ３丁目6番30号 代表取締役 松本考司
0000019511 03-5745-2261 中小企業府外ムズ株式会社

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

プレンティグローバルリンクス株 京都府向日市上植野町伴田10番地 代表取締役 田中隆行
0000022654 924-4308 中小企業市外式会社

大阪府枚方市春日西町二丁目２７番２８号 代表取締役 野々宮英一郎
豊栄産業株式会社0000023371 072-859-3906 中小企業府外

東京都台東区北上野2丁目28番2号 プリムラ・ハセビル 代表取締役 小林秀一
株式会社保健福祉ネットワーク0000023690 03-5806-3553 中小企業府外

大阪府羽曳野市恵我之荘三丁目１番１号 代表取締役社長 山本裕
株式会社凡美社0000022900 03-3663-9001 中小企業府外

岐阜県美濃加茂市森山町三丁目12番1号 代表取締役 金指忠久
株式会社マーク0000021996 0574-25-2755 中小企業府外

（岐阜県）京都府京都市中京区高倉通御池上る柊町569番地 代表取締役 辻博
マルギ繊維株式会社0000016642 221-3600 中小企業府外

（支店長 松崎護幸）

神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目8番地12号 代表取締役 岡本一秀
株式会社丸八真綿0000023611 045-470-8829 大企業府外

京都府木津川市梅美台五丁目１０番地１１ 代表取締役 野瀬浩
萬友商事株式会社0000022328 0774-71-8036 中小企業市外

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外 （支店長 森田正樹）

（東京都）京都府京都市 西京区桂 池尻町112番地 代表取締役 松村不二夫
ミドリ安全株式会社0000001837 394-3071 大企業府外 （支店長 島畑雄一郎）

（岡山県）兵庫県神戸市西区見津が丘1丁目16番1 代表取締役 高杉彰
都ユニリース株式会社0000020546 078-998-2580 中小企業府外

（神戸支店長 蛭子孝洋）

大阪府大阪市浪速区桜川４丁目10番27号 代表取締役 三好尚志
株式会社ミヨシ0000016031 06-6567-0821 中小企業府外

メディアインターナショナル株式 福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目1-33 はかた近代ビル２F 代表取締役 江口揚
0000020786 092-474-1598 中小企業府外会社

京都府城陽市富野南清水76 代表取締役 田嶋利之
株式会社モリタ0000016661 0774-52-0454 中小企業市外

福岡県みやま市瀬高町下庄１６１６-１１ 代表取締役 諸藤洋平
モロフジ株式会社0000023378 0944-63-5300 中小企業府外

大阪府松原市小川5丁目27番34号 代表取締役 金井豊季
株式会社夢工房0000023657 072-330-9327 中小企業府外

大阪府大阪市西区京町堀一丁目14番24号 タツト靭公園ビル401 代表取締役 中尾誠志
株式会社ＲＥＬＩＥＦ0000022357 06-6940-6414 中小企業府外

ロングライフグローバルコンサル 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 梅田センタービル２５階 代表取締役 石橋段
0000023333 06-6373-9191 中小企業府外タント株式会社
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大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町10番2号 代表 藤田修士
Ａｒｋ0000023130 090-2280-8177 中小企業府外

大阪府大阪市中央区南本町1丁目8番14号 堺筋本町ビル 代表取締役社長 小河原正幸
朝日加工株式会社0000020778 06-6271-2046 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町11 代表取締役 増本敏幸
株式会社アヤハディオ0000023600 326-6700 大企業府外 （店長 鍵本純一）

イヨンインターナショナル株式会 東京都港区南青山一丁目1番1号 新青山ビル西館23階 代表取締役 原寛
0000021797 03-3470-1755 中小企業府外社

（福岡県）京都府京都市伏見区竹田田中殿町75番地 代表取締役 久保孝二
株式会社グリーンクロス0000018278 605-3171 大企業府外 （支社長 高村尚宏）

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

東京都中野区中央一丁目38番1号-2107 代表取締役 六川和樹
株式会社サムライコネクション0000020148 03-3371-5317 中小企業府外

大阪府大阪市西区新町１丁目１０番２号 代表取締役 里井和行
三恒商事株式会社0000014009 06-6538-0571 中小企業府外

静岡県静岡市葵区竜南一丁目15番5号 代表取締役 山下春樹
株式会社シティサポート0000023144 054-248-2288 中小企業府外

東京都渋谷区宇田川町2番1号 渋谷ホームズ６０３号 代表取締役 井口哲朗
ＪＳＣ株式会社0000021842 03-5456-1348 中小企業府外

東京都千代田区東神田2丁目5番15号 代表取締役社長 五十君猛
ジェイフィルム株式会社0000010145 03-3862-9330 大企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外 （執行役員店長 田原和也）

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

（奈良県）京都府京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436 永和御池ビル606号 代表取締役 鶴島敏章
鶴島商事株式会社0000023165 090-9885-8182 中小企業府外

（代表取締役兼所長 鶴島敏章）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（大阪府）京都府京都市南区吉祥院西の庄西中町41番地3 代表取締役社長 西隆之
ＴＳＰ西日本株式会社0000009064 315-5224 中小企業府外 （営業所長 田中秀明）

大阪府豊中市西泉丘三丁目3番23-613号 代表社員 中村智徳
合同会社豊中商店0000023200 06-7508-7325 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区玉津島町294 代表社員 陳妙芬
中哲合同会社0000023655 746-6102 中小企業府外 （支店長 陳妙芬）

大阪府大阪市淀川区西中島３丁目11-24 山よし第11ビル8Ｆ 代表取締役 岡田信二
株式会社ニューコンセプト0000022982 06-6303-1178 中小企業府外

大阪府大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 代表取締役 一橋俊司
ハクゾウメディカル株式会社0000008350 06-6942-0451 中小企業府外
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大阪府箕面市船場西１丁目5番1号 代表取締役 藏田和哲
株式会社パブロ・クリエーション0000021956 072-729-4850 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目5番30号 代表取締役 奥井孝之
光が丘興産株式会社0000023160 06-6243-2401 中小企業府外

（執行役員支店長 石突寿啓）

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

大阪府摂津市鳥飼銘木町15番21号 代表取締役 堀本和幸
株式会社ピーシー販売0000017664 072-653-3201 中小企業府外

東京都港区芝二丁目１番２８号 芝アネックスビル７階 代表取締役社長 林基史
株式会社ｆｕｎｂｏｘ0000023413 03-6899-2255 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

東京都足立区谷在家一丁目19番7号 代表取締役 森山立民
株式会社富士メディカルサービス0000023577 03-5856-8047 中小企業府外

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

東京都台東区北上野2丁目28番2号 プリムラ・ハセビル 代表取締役 小林秀一
株式会社保健福祉ネットワーク0000023690 03-5806-3553 中小企業府外

（岐阜県）京都府京都市中京区高倉通御池上る柊町569番地 代表取締役 辻博
マルギ繊維株式会社0000016642 221-3600 中小企業府外 （支店長 松崎護幸）

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外 （支店長 森田正樹）

（東京都）京都府京都市 西京区桂 池尻町112番地 代表取締役 松村不二夫
ミドリ安全株式会社0000001837 394-3071 大企業府外 （支店長 島畑雄一郎）

メディアインターナショナル株式 福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目1-33 はかた近代ビル２F 代表取締役 江口揚
0000020786 092-474-1598 中小企業府外会社

福岡県みやま市瀬高町下庄１６１６-１１ 代表取締役 諸藤洋平
モロフジ株式会社0000023378 0944-63-5300 中小企業府外

大阪府大阪市福島区吉野４丁目26番14号 代表取締役社長 伊藤吉秀
吉野ゴム工業株式会社0000007132 06-6461-5751 中小企業府外

大阪府大阪市西区京町堀一丁目14番24号 タツト靭公園ビル401 代表取締役 中尾誠志
株式会社ＲＥＬＩＥＦ0000022357 06-6940-6414 中小企業府外

ロングライフグローバルコンサル 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 梅田センタービル２５階 代表取締役 石橋段
0000023333 06-6373-9191 中小企業府外タント株式会社

大阪府大阪市東成区玉津1丁目9番10号 代表取締役 荒木俊昭
ワイコム株式会社0000023624 06-6972-1255 中小企業府外

埼玉県熊谷市問屋町2-2-6 2F 代表取締役 古屋瑞規
ワエストロ株式会社0000022617 048-527-1181 中小企業府外
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大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町10番2号 代表 藤田修士
Ａｒｋ0000023130 090-2280-8177 中小企業府外

滋賀県守山市金森町917番地 代表取締役 青木高雄
アオキテクノ株式会社0000012765 077-583-0339 中小企業府外

大阪府大阪市西区新町4丁目13番1号 代表取締役 赤尾隆
株式会社赤尾0000014539 06-6532-4131 中小企業府外

大阪府大阪市中央区南本町1丁目8番14号 堺筋本町ビル 代表取締役社長 小河原正幸
朝日加工株式会社0000020778 06-6271-2046 中小企業府外

（愛知県）滋賀県長浜市宮司町76番地7 代表取締役 恒川賢太
朝日電気工業株式会社0000020939 0749-53-4607 中小企業府外 （所長 北村祐喜）

（東京都）大阪府大阪市中央区高麗橋２丁目2番2号 日宝北浜ビル4F-1 代表取締役 渡邉淳一
旭防災設備株式会社0000019588 06-6228-9550 中小企業府外 （大阪支店長 和田葉子）

神奈川県相模原市緑区長竹295番地1 代表取締役 川野繁
飛鳥特装株式会社0000013094 042-780-5591 中小企業府外

滋賀県大津市伊香立向在地町24番地 代表取締役 東 弘幸
株式会社アズマ0000015249 077-598-8025 中小企業府外

大阪府東大阪市高井田西二丁目1番16号 代表取締役 東秀行
株式会社アズマ0000020155 06-6782-5121 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町11 代表取締役 増本敏幸
株式会社アヤハディオ0000023600 326-6700 大企業府外 （店長 鍵本純一）

大阪府東大阪市荒本北1丁目4番17号 クリエイション・コア東大阪4階 代表取締役 森下修二
イーシーテクノ株式会社0000016698 06-6747-2323 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 代表取締役 浜田和成
イオンディライト株式会社0000013920 06-7660-7290 大企業府外 （支社長 西川和伸）

大阪府大阪市生野区巽北4丁目12番地37号 代表取締役 今荘政明
株式会社 イマジョー0000015512 06-6754-5511 中小企業府外

イヨンインターナショナル株式会 東京都港区南青山一丁目1番1号 新青山ビル西館23階 代表取締役 原寛
0000021797 03-3470-1755 中小企業府外社

（兵庫県）大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目１番３号 代表取締役 酒井勇次
エア・ウォーター防災株式会社0000013690 06-6394-9520 大企業府外 （支社長 河村繁郎）

京都府綾部市本町7丁目67番地の2 代表取締役 大槻浩平
大槻ポンプ工業株式会社0000004243 0773-42-0681 中小企業市外

奈良県香芝市北今市四丁目245番地の1 代表取締役 亀川法生
株式会社カメカワ0000020438 0745-76-4128 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-3-5 本町サミットビル5F 代表取締役 安永圭佑
川上産業株式会社0000022610 06-6245-2851 中小企業府外 （所長 神本恵介）

東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング 代表取締役 川崎信明
川崎機工株式会社0000020481 03-5220-3177 中小企業府外

神奈川県相模原市中央区鹿沼台2丁目1番3号 代表取締役 河本伊久雄
株式会社河本総合防災0000020182 042-752-6121 大企業府外
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関西ホーチキエンジニアリング株 大阪府大阪市北区角田町8番1号 大阪梅田ツインタワーズ・ノース２２階 代表取締役社長 松浦敏喜
0000013808 06-6232-8801 中小企業府外式会社

東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 代表取締役 川村卓也
株式会社木下抗菌サービス0000023103 03-5908-2389 中小企業府外

京都府久世郡 久御山町佐山双栗37番地1 代表取締役 望月正朗
京都日野自動車株式会社0000002448 0774-46-5200 大企業市外

京都府相楽郡精華町祝園正尺2番10 代表取締役 南邦彦
共立電業株式会社0000016062 0774-94-5502 中小企業市外

（大阪府）京都府京都市伏見区北浜町595-103 代表取締役 西田克也
近畿ビルサービス株式会社0000023615 603-5556 中小企業府外 （所長 山本伸司）

大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目1番3号 ＳＯＲＡ新大阪２１・１４０１室 代表取締役 山本日出男
キンパイ商事株式会社0000000463 06-6396-6451 中小企業府外

大阪府堺市北区北花田町三丁31番地の12 代表取締役 宮崎浩樹
ギャレットジャパン株式会社0000015239 072-253-6436 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区本町2丁目1番6号 代表取締役 倉本朝晴
株式会社倉本産業0000000372 06-6734-3110 中小企業府外

（支店長 森田克正）

（福岡県）京都府京都市伏見区竹田田中殿町75番地 代表取締役 久保孝二
株式会社グリーンクロス0000018278 605-3171 大企業府外 （支社長 高村尚宏）

（奈良県）京都府木津川市相楽城西71番地1-225 代表取締役 寺嶋圭一
株式会社ＫＢＳ0000023223 050-3619-9902 中小企業府外 （所長 寺嶋伊代子）

（滋賀県）京都府京都市山科区大塚高岩12番地の30 代表取締役 川向洋司
株式会社京津商会0000005944 585-3081 中小企業府外 （支社長 橋本聡）

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

（奈良県）滋賀県大津市大江5丁目14-20 代表取締役 小山智士
小山株式会社0000004333 077-545-5221 大企業府外

（所長 松本幸久）

京都府城陽市久世芝ケ原91番地の3 代表取締役 西島栄治
栄建設工業株式会社0000023234 0774-55-5430 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市北区南森町1-2-25 南森町iSビル5階 代表取締役 中村浩士
櫻護謨株式会社0000019323 06-6360-1010 大企業府外 （所長 中村嘉彦）

（東京都）大阪府大阪市 北区南森町 １丁目2-25 南森町ｉＳビル５階 代表取締役 伊藤宏
桜ホース株式会社0000020467 06-6360-1020 中小企業府外 （所長 田中太郎）

東京都中野区中央一丁目38番1号-2107 代表取締役 六川和樹
株式会社サムライコネクション0000020148 03-3371-5317 中小企業府外

神奈川県横浜市 都筑区北山田 ２丁目2-2 代表取締役 阪本英治
サンエス技研株式会社0000020508 045-595-2201 中小企業府外

静岡県静岡市葵区竜南一丁目15番5号 代表取締役 山下春樹
株式会社シティサポート0000023144 054-248-2288 中小企業府外

（岐阜県）京都府京都市下京区堀之内町272-7 西脇ビル2号館301号室 代表取締役 篠田篤彦
篠田株式会社0000020476 746-5491 中小企業府外 （事務所長 武谷歩）
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（兵庫県）滋賀県栗東市出庭2004-1 代表取締役 安藤和正
株式会社城山0000013059 077-599-1727 中小企業府外

（所長 今井貴介）

東京都千代田区二番町３番地 代表取締役社長 大竹弘孝
株式会社ＪＭ0000021291 03-5275-7048 大企業府外

（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外 （所長 猿橋生久）

（神奈川県）神奈川県横浜市緑区白山116-2 代表取締役 江口祥一郎
株式会社ＪＶＣケンウッド0000008388 045-939-7046 大企業府外 （営業部長 坂本卓也）

（東京都）大阪府大阪市中央区今橋４丁目4番7号 代表取締役 久本博之
十全株式会社0000023231 06-6202-7191 中小企業府外 （支店長 星野泰男）

大阪府大阪市 東成区東今里2丁目1番18号 代表取締役 伊藤秀之
株式会社スクールゴー0000018262 06-7777-8888 中小企業府外

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 代表取締役社長 尾関一郎
セコム株式会社0000000757 03-5775-8475 大企業府外

大阪府東大阪市長田 3丁目9番21号 代表理事 小川洋史
協同組合全日本富士金属共同機構0000018975 06-6787-2214 中小企業府外

（福岡県）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル4F 代表取締役 高山善司
株式会社ゼンリン0000003851 075-812-2250 大企業府外 （所長 池田正史）

（東京都）京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579番地 五条堀川ビル２階 代表取締役 栢木伊久二
綜合警備保障株式会社0000001569 343-5171 大企業府外 （支社長 山下和弘）

岡山県岡山市南区藤田338番地の31 代表取締役 谷口隼人
谷口商会株式会社0000011964 086-296-5906 中小企業府外

兵庫県丹波市氷上町賀茂1457番地1 代表取締役 谷水ゆかり
谷水加工板工業株式会社0000023145 0795-82-2117 中小企業府外

京都府福知山市東羽合町164番地 代表取締役 新庄昭仁
株式会社丹新ビルサービス0000013954 0773-24-4602 中小企業市外

大阪府守口市大日東町12番5号 代表取締役 辻村典彦
第一防災株式会社0000005916 06-6902-2372 中小企業府外

（奈良県）京都府京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436 永和御池ビル606号 代表取締役 鶴島敏章
鶴島商事株式会社0000023165 090-9885-8182 中小企業府外 （代表取締役兼所長 鶴島敏章）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 四条ＳＥＴビル8階 取締役社長 青木宏明
東光電気工事株式会社0000001699 213-4950 大企業府外 （所長 中根洋心）

神奈川県相模原市中央区清新８-９-１７ 代表取締役 緒方哲也
株式会社東洋アクアテック0000023404 042-758-5580 中小企業府外

（福井県）京都府京都市下京区東堀川通下魚の棚下る鎌屋町39-1 代表取締役 酒井貞美
轟産業株式会社0000018780 361-4291 大企業府外 （取締役支店長 三井政敏）
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大阪府豊中市西泉丘三丁目3番23-613号 代表社員 中村智徳
合同会社豊中商店0000023200 06-7508-7325 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区玉津島町294 代表社員 陳妙芬
中哲合同会社0000023655 746-6102 中小企業府外

（支店長 陳妙芬）

（長崎県）大阪府大阪市淀川区西三国１丁目2番37号 代表取締役 中村康祐
株式会社ナカムラ消防化学0000011923 06-6399-9292 中小企業府外 （所長 中頭徹男）

（石川県）大阪府吹田市豊津町1-31 由武ビル５階Ｃ号室 代表取締役 長野幸浩
長野ポンプ株式会社0000012676 06-6630-7510 中小企業府外 （所長 東野敏行）

京都府宇治市木幡南山82番地54 代表取締役 西村俊彦
西村防災設備株式会社0000015301 0774-38-2020 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市西区立売堀1丁目3番13号 代表取締役 矢口孝仁
日信防災株式会社0000000530 06-6532-4995 中小企業府外 （支店長 児玉雅治）

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 代表取締役社長 沖昌徳
ニッタン株式会社0000012618 213-5501 大企業府外

（支店長 中島俊咲）

（神奈川県）大阪府大阪市淀川区西中島1丁目11番16号 代表取締役 岩崎潤一
日本船舶薬品株式会社0000016643 06-6885-8991 中小企業府外

（所長 八尾正基）

（東京都）大阪府大阪市 淀川区西宮原 １丁目4-13 代表取締役 遠山榮一
日本ドライケミカル株式会社0000019957 06-6399-3344 大企業府外 （大阪支店長 中川信夫）

（東京都）京都府京都市南区唐橋西平垣町7番地2 代表取締役社長 岡村武士
能美防災株式会社0000000964 694-1192 大企業府外 （支社長 浦谷守）

大阪府大阪市中央区南船場４丁目11番28号 代表取締役社長 朝倉悟
林六株式会社0000008202 06-6262-3906 大企業府外

パナソニック防災システムズ株式 （東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 代表取締役 古西浩之
0000020905 06-6942-9041 中小企業府外 （支社長 山根浩司）会社

大阪府摂津市鳥飼銘木町15番21号 代表取締役 堀本和幸
株式会社ピーシー販売0000017664 072-653-3201 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外

（所長 水谷博喜）

富士フイルムイメージングシステ 東京都品川区西五反田 ３丁目6番30号 代表取締役 松本考司
0000019511 03-5745-2261 中小企業府外ムズ株式会社

東京都足立区谷在家一丁目19番7号 代表取締役 森山立民
株式会社富士メディカルサービス0000023577 03-5856-8047 中小企業府外

愛知県名古屋市中区金山二丁目1番5号 代表取締役 小野寛利
平和機械株式会社0000014283 052-332-1221 中小企業府外

（東京都）千葉県流山市西初石三丁目103番地14 グローリア初石第一ビル1棟3階301号室 代表取締役 飯野塁
株式会社ベルリング0000022682 03-6807-4467 中小企業府外 （所長 細川正憲）

（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 代表取締役社長執行役員 山形明夫
ホーチキ株式会社0000016277 075-211-4376 大企業府外 （支社長 大野明一）

大阪府枚方市春日西町二丁目２７番２８号 代表取締役 野々宮英一郎
豊栄産業株式会社0000023371 072-859-3906 中小企業府外
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内容別名簿（物品関係）市外
0008 消防用品
0001 消防用品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（石川県）滋賀県大津市瀬田６丁目3番19号 代表取締役社長 早川信之
株式会社ほくつう0000015233 077-543-1113 大企業府外

（支店長 和田直己）

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外

岐阜県多治見市廿原町226番地の1の1 代表取締役 五島達明
株式会社ホワイトハウス0000022649 0572-23-6464 中小企業府外

岐阜県大垣市荒尾町674番地 代表取締役 堤俊彦
丸硝株式会社0000014071 0584-91-4756 中小企業府外

京都府木津川市梅美台五丁目１０番地１１ 代表取締役 野瀬浩
萬友商事株式会社0000022328 0774-71-8036 中小企業市外

（東京都）京都府京都市 西京区桂 池尻町112番地 代表取締役 松村不二夫
ミドリ安全株式会社0000001837 394-3071 大企業府外 （支店長 島畑雄一郎）

（岡山県）兵庫県神戸市西区見津が丘1丁目16番1 代表取締役 高杉彰
都ユニリース株式会社0000020546 078-998-2580 中小企業府外

（神戸支店長 蛭子孝洋）

大阪府大阪市浪速区桜川４丁目10番27号 代表取締役 三好尚志
株式会社ミヨシ0000016031 06-6567-0821 中小企業府外

（兵庫県）兵庫県三田市テクノパーク2番地の3 代表取締役社長執行役員 加藤雅義
株式会社モリタ0000000592 079-568-7970 大企業府外 （支店長 土居典生）

奈良県橿原市北八木町１丁目6番16号 代表取締役 和田英徳
大和中央製薬株式会社0000018233 0744-22-2043 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場２丁目4番12号 代表取締役社長 田村博之
ユアサ商事株式会社0000016400 06-6266-4602 大企業府外 （上席執行役員支配人関西支社長 佐古晴彦）

株式会社ヨコモリ電池屋コーポレ 東京都渋谷区笹塚3-33-4 代表取締役 横森英俊
0000019128 03-3378-0156 中小企業府外ーション

鳥取県鳥取市古海356番地1 取締役社長 吉谷勇一郎
株式会社吉谷機械製作所0000004384 0857-23-2211 中小企業府外

大阪府大阪市西区阿波座１丁目5番16号 代表取締役 中山正明
ロイヤルホームセンター株式会社0000010562 06-4391-8830 大企業府外

ワールドウォーターバッグ株式会 大阪府大阪市 東住吉区今川 １丁目6-23 代表取締役 中村俊夫
0000018754 06-6713-7465 中小企業府外社

埼玉県熊谷市問屋町2-2-6 2F 代表取締役 古屋瑞規
ワエストロ株式会社0000022617 048-527-1181 中小企業府外
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内容別名簿（物品関係）市外
0009 写真機械・青写真・第二原図
0001 カメラ（フィルム式）、映像機、ビデオソフト

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

岡山県岡山市北区内山下1丁目1-5 代表取締役 佐藤紳朗
株式会社RSKプロビジョン0000009519 086-201-5067 中小企業府外

兵庫県西宮市江上町1番2号 代表取締役 大谷彰宏
アールシースタッフ株式会社0000022019 0798-34-5561 大企業府外

東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

（群馬県）大阪府大阪市中央区島之内１丁目17-12 代表取締役 今井久登
株式会社アイ・ディー・エー0000007755 06-6563-7544 中小企業府外 （事業部長 黒岩玄）

株式会社アコースティガイド・ジ 東京都港区北青山２丁目7番25号 代表取締役 菅原あゆみ
0000020551 03-5771-4081 中小企業府外ャパン

大阪府大阪市西区京町堀1丁目10番14号 代表取締役 福留純子
株式会社アコード0000013873 06-6445-0557 中小企業府外

大阪府大阪市北区東天満2丁目7番12号 代表取締役 大嶋雄三
株式会社アステム0000008981 06-6242-6681 中小企業府外

兵庫県南あわじ市八木大久保681番地 代表取締役 清水繁二
有限会社淡路映像プロモーション0000013912 0799-42-0444 中小企業府外

兵庫県加古川市上荘町薬栗27番地の1 代表取締役 木下一成
株式会社一成0000022800 079-428-0682 中小企業府外

北海道札幌市中央区北四条西７丁目1番地8 代表取締役執行役員社長 伊藤尚樹
株式会社ＨＢＡ0000020468 011-231-8301 大企業府外

大阪府箕面市船場東1-15-31 代表取締役 大富國正
株式会社エキスプレス0000023119 06-6315-3161 大企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町東入真町68 代表取締役 久保允誉
株式会社エディオン0000015814 213-6031 大企業府外 （店長 金子誠治）

大阪府大阪市西区新町１丁目28番11号 安川ビル５F 代表取締役 畚野信恒
株式会社カクタス0000023186 06-6533-3005 中小企業府外

大阪府大阪市中央区備後町３丁目6番2号 代表取締役社長 中島宏
株式会社関電パワーテック0000022593 06-4705-8636 大企業府外

キヤノンマーケティングジャパン （東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目 2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役 足立正親
0000023638 06-7739-2047 大企業府外 ト （支店長 北岡康人）株式会社

東京都墨田区両国4-37-2 TKF会館5F 代表取締役 佐野竜太
株式会社魚雷映蔵0000022020 03-5637-8310 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町713 代表取締役 渡邉秀隆
株式会社クマヒラ0000008661 361-5411 大企業府外 （支店長 松田敏之）

東京都府中市矢崎町4丁目16番地 取締役社長 五藤信隆
株式会社五藤光学研究所0000008786 042-362-5311 中小企業府外

大阪府吹田市江の木町20番10号 代表取締役 堤裕成
株式会社シーマ0000017319 06-6310-4100 中小企業府外

東京都中央区築地四丁目一番一号 代表取締役社長 迫本淳一
松竹株式会社0000022647 06-7166-3434 大企業府外
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（兵庫県）滋賀県栗東市出庭2004-1 代表取締役 安藤和正
株式会社城山0000013059 077-599-1727 中小企業府外

（所長 今井貴介）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号 中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ19F 代表取締役社長 赤石良治
株式会社ジェイアール東日本企画0000022848 06-7663-1300 大企業府外

（上級執行役員・関西支社長 稲葉耕一）

東京都渋谷区宇田川町2番1号 渋谷ホームズ６０３号 代表取締役 井口哲朗
ＪＳＣ株式会社0000021842 03-5456-1348 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル3F 代表取締役社長 櫻井俊一
株式会社ジェイコムウエスト0000019872 888-5010 中小企業府外 （局長 坂見嘉哉）

東京都港区芝1丁目4番7号 代表取締役社長 川崎達
株式会社水道アセットサービス0000023426 03-6414-7290 中小企業府外

大阪府大阪市北区天神橋４丁目1番3号 代表取締役 浜口雅昭
株式会社ステップ0000018804 06-6356-8506 中小企業府外

（東京都）東京都品川区北品川五丁目11番3号 代表取締役 粂川滋
ソニーマーケティング株式会社0000018632 050-3809-1133 大企業府外

（統括部長 松崎直人）

大阪府大阪市 港区築港3-1-43 代表取締役 武仲秀晃
株式会社タケナカ0000019934 06-7174-8982 中小企業府外

大阪府大阪市東成区深江北１丁目15番32号 代表取締役 上平泰輔
株式会社大伸社0000017404 06-6976-5550 中小企業府外

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

（大阪府）京都府京都市上京区河原町通丸太町上ル桝屋町354番地2 代表取締役 稲垣雅史
大毎広告株式会社0000009555 320-4220 中小企業府外 （支社長 上山均）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

大阪府大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 大手前センタービル１０階 代表取締役 恩田宏紀
株式会社テーク・ワン0000023380 06-6944-7577 中小企業府外

大阪府大阪市北区西天満四丁目4番18号 代表取締役 西原幸郎
株式会社テレコープ0000015335 06-6809-3040 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区二帖半敷町647 オンリー烏丸ビルengawaKYOTO 代表取締役社長執行役員 榑谷典洋
株式会社電通0000008216 366-4946 大企業府外 （関西第1ビジネスプロデュース局長前川隆弘）

株式会社電通プロモーションプラ （東京都）大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役社長執行役員 湯川昌明
0000022642 06-6484-8660 大企業府外 ト （関西支社支社長 木村幹）ス

（大阪府）京都府京都市下京区五条通室町西入る東錺屋町173 高橋第６ビル３Ｆ 代表取締役 石井剛太
株式会社Ｔｏｏ大阪0000001535 341-4441 中小企業府外 （マネージャー 太田幸弘）

（東京都）東京都中央区銀座３丁目2番17号 代表取締役社長 手塚治
東映株式会社0000015247 03-3535-3631 大企業府外 （部長 中鉢裕幸）

東京コンピュータサービス株式会 （東京都）京都府京都市下京区東塩小路町734 中信駅前ビル 代表取締役社長 高山芳之
0000015939 353-8411 中小企業府外 （京都支店長 瀬崎知博）社

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外
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東京都文京区大塚三丁目1番1号 代表取締役 谷一文子
株式会社図書館流通センター0000000133 03-3943-2221 大企業府外

大阪府大阪市 浪速区日本橋5-10-20 代表取締役 志磨弘章
日栄無線株式会社0000018217 06-6634-5655 中小企業府外

大阪府大阪市港区磯路二丁目21番1号 代表取締役社長 戸谷典嗣
日本電通株式会社0000005193 06-6577-4121 大企業府外

埼玉県さいたま市南区内谷４丁目10番6号 代表取締役 クリスチャン・オーティエ
日本オート・フォート株式会社0000021960 048-861-1621 中小企業府外

日本コンベンションサービス株式 東京都千代田区霞が関1-4-2 代表取締役 近浪弘武
0000013698 03-3508-1211 大企業府外会社

東京都港区台場2丁目3番4号 代表取締役 社長執行役員 榎本修次
株式会社乃村工藝社0000000079 03-5962-1171 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市浪速区難波中２丁目10番70号 代表取締役社長 中川雅寛
株式会社ノムラメディアス0000009607 06-6649-3336 中小企業府外

（事業所長 秋田昌彦）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 代表取締役 島村秀樹
株式会社パスコ0000007301 257-8930 大企業府外

（支店長 近藤征博）

滋賀県大津市神領 ３丁目20番18号 代表取締役社長 西谷輝彦
有限会社ビデオクリエート0000018713 077-544-3366 中小企業府外

大阪府吹田市山田西2丁目8番 A8-116号 代表取締役 今西隆太郎
有限会社ビデオクリエイト0000018934 06-6878-3661 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

東京都千代田区神田小川町１丁目11番9号 代表取締役 天野勲
株式会社保全工学研究所0000020769 03-5283-8111 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市北区万歳町3番17号 代表取締役 吉本高久
株式会社堀内カラー0000000960 06-6364-0881 大企業府外

（所長 吉田則之）

京都府福知山市字天田391番地の乙 代表取締役 堀智章
株式会社堀通信0000015309 0773-22-1220 中小企業市外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10 京都ダイヤビル7F 代表取締役 土屋芳明
株式会社マイナビ0000022855 212-8321 大企業府外 （支社長 中尾哲弥）

（東京都）大阪府大阪市北区豊崎2丁目7番5号 新御堂豊崎ビル 代表取締役 宮嶋極
株式会社 毎日映画社0000016024 06-6225-7560 中小企業府外 （支社長 真島和好）

福井県福井市豊島２丁目6番7号 代表取締役 土谷秀靖
株式会社マルツ電波0000021536 0776-22-0464 中小企業府外

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外 （支店長 森田正樹）

株式会社ムービーマネジメントカ 東京都渋谷区恵比寿南１丁目1番10号 サウスコラム小林ビル８Ｆ 代表取締役 福山裕文
0000016674 03-5768-0821 中小企業府外ンパニー

大阪府東大阪市長田中３丁目6番1号 代表取締役 廻真一郎
ムサシ・アイ・テクノ株式会社0000000600 06-6744-6311 中小企業府外
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大阪府大阪市天王寺区上本町８丁目2番1号 代表取締役 中村武志
株式会社モンド企画0000022228 06-6775-7888 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区高津315-2 大阪ビル本館 代表取締役社長 田村公正
株式会社ＵＳＥＮ0000021974 06-6643-8690 中小企業府外

（エンジニアセンター長 上田志朗）

ライフテック・イノベーション株 （大阪府）大阪府大阪市東成区深江北３丁目6-14 代表取締役 中平憲助
0000022264 06-4705-8511 中小企業府外 （施行部部長 山本秀人）式会社

東京都港区六本木６丁目15番21号 ハークス六本木ビル 代表取締役社長 分部至郎
株式会社レイ0000021316 03-5410-3861 大企業府外
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内容別名簿（物品関係）市外
0009 写真機械・青写真・第二原図
0002 青写真・第二原図

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

大阪府大阪市西区京町堀1丁目10番14号 代表取締役 福留純子
株式会社アコード0000013873 06-6445-0557 中小企業府外

（東京都）大阪府吹田市垂水町3丁目35番31号 代表取締役社長 加藤浩士
朝日航洋株式会社0000008170 06-6338-3321 大企業府外 （支社長 福本博史）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地 （明治安田生命京都ビ 代表取締役 畠山仁
アジア航測株式会社0000001109 254-0447 大企業府外 ル7Ｆ） （支店長 土川忠士）

（大阪府）京都府京都市南区上鳥羽角田町72番地 代表取締役 石川敬一
石川特殊特急製本株式会社0000018695 693-5838 中小企業府外 （京都支店長（次長） 山口勝也）

大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目3番10号 代表取締役 竹田浩一
エーベックス商事株式会社0000009706 06-6243-9272 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区西九条東島町61番地 代表取締役 加登伸一
エイチ・エス写真技術株式会社0000008223 075-671-7980 中小企業府外

（所長 塩田猛）

（東京都）兵庫県尼崎市御園町24番地 代表取締役 橘義規
株式会社エイテック0000007446 06-4869-3321 大企業府外

（支社長 久川真史）

（大阪府）京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町596番地 エスメラルダ709 代表取締役 谷口智之
株式会社かんこう0000007326 075-746-7606 中小企業府外 （支店長 松田昌之）

大阪府高槻市芝生町２丁目52番10号 代表取締役 阿部陽
株式会社カンプリ0000015709 072-679-4300 中小企業府外

東京都港区西麻布三丁目1番25号 代表理事 鈴木俊明
管路情報協同組合0000021781 03-6721-0280 中小企業府外

大阪府東大阪市川俣1丁目14番30号 代表取締役社長 大崎健一
株式会社キョクトウ0000009487 06-6789-6631 中小企業府外

東京都墨田区両国4-37-2 TKF会館5F 代表取締役 佐野竜太
株式会社魚雷映蔵0000022020 03-5637-8310 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市浪速区敷津東１丁目2番47号 代表取締役社長 亀井洋司
クボタエイトサービス株式会社0000010333 06-6648-2903 中小企業府外

（本部長 岡誠）

大阪府寝屋川市高宮栄町11番10号 代表取締役 長元良二
株式会社京阪工技社0000009016 06-6951-5803 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町633番地 代表取締役 本島哲也
昭和株式会社0000007416 256-0950 大企業府外 （所長 熊木敏之）

（大阪府）京都府京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル3F 代表取締役社長 櫻井俊一
株式会社ジェイコムウエスト0000019872 888-5010 中小企業府外 （局長 坂見嘉哉）

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（東京都）京都府京都市下京区二帖半敷町647 オンリー烏丸ビルengawaKYOTO 代表取締役社長執行役員 榑谷典洋
株式会社電通0000008216 366-4946 大企業府外 （関西第1ビジネスプロデュース局長前川隆弘）
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内容別名簿（物品関係）市外
0009 写真機械・青写真・第二原図
0002 青写真・第二原図

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島２丁目3番18号 中之島フェスティバルタワー 代表取締役社長 麿秀晴
凸版印刷株式会社0000008273 06-6454-6009 大企業府外

（執行役員事業部長 山中欣也）

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680 インターワンプレイス烏 代表取締役社長 平井成典
株式会社日建技術コンサルタント0000007386 344-4606 大企業府外 丸２ （所長 野田泰弘）

愛知県名古屋市千種区青柳町5丁目6番地 代表取締役 平林貴
ＨＡＲＶＥＹ株式会社0000021106 052-744-1760 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市伏見区竹田真幡木町53 代表取締役 橋本岩夫
橋本技術株式会社0000017985 601-2345 中小企業府外 （所長 町田輝次）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 代表取締役 島村秀樹
株式会社パスコ0000007301 257-8930 大企業府外 （支店長 近藤征博）

滋賀県大津市打出浜3番50号 代表取締役 藤野誠
ビジネスサービス株式会社0000023567 077-525-8078 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10 京都ダイヤビル7F 代表取締役 土屋芳明
株式会社マイナビ0000022855 212-8321 大企業府外

（支社長 中尾哲弥）

大阪府大阪市中央区本町４丁目4番13号 代表取締役 安井大介
安井工業写真株式会社0000016678 06-6245-5688 中小企業府外

大阪府四条畷市蔀屋本町2番6号 代表取締役 正木一郎
株式会社ライトリー0000008235 072-879-0161 中小企業府外
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内容別名簿（物品関係）市外
0009 写真機械・青写真・第二原図
0003 撮影

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

岡山県岡山市北区内山下1丁目1-5 代表取締役 佐藤紳朗
株式会社RSKプロビジョン0000009519 086-201-5067 中小企業府外

兵庫県西宮市江上町1番2号 代表取締役 大谷彰宏
アールシースタッフ株式会社0000022019 0798-34-5561 大企業府外

東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

株式会社アコースティガイド・ジ 東京都港区北青山２丁目7番25号 代表取締役 菅原あゆみ
0000020551 03-5771-4081 中小企業府外ャパン

大阪府大阪市西区京町堀1丁目10番14号 代表取締役 福留純子
株式会社アコード0000013873 06-6445-0557 中小企業府外

（東京都）大阪府吹田市垂水町3丁目35番31号 代表取締役社長 加藤浩士
朝日航洋株式会社0000008170 06-6338-3321 大企業府外 （支社長 福本博史）

大阪府大阪市中央区谷町7丁目5番1号 代表取締役 伊丹修司
アサミ情報システム株式会社0000000595 06-6762-0051 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地 （明治安田生命京都ビ 代表取締役 畠山仁
アジア航測株式会社0000001109 254-0447 大企業府外 ル7Ｆ） （支店長 土川忠士）

大阪府大阪市北区天神橋5丁目7番10号さかしん天神橋ビル8階 代表取締役 小川貴弘
株式会社アッシュ0000023406 090-6677-1133 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区生玉町3番10号 取締役社長 杉本昌弘
株式会社アド近鉄0000005540 06-6774-5400 中小企業府外

東京都中央区築地四丁目1番17号 銀座大野ビル5階 代表取締役 青木紘二
株式会社アフロ0000022680 03-3546-0263 中小企業府外

株式会社インター・ビジネス・ネ 東京都港区南青山5-12-6 青山第二和田ビル6F 代表取締役 立川雅一
0000022206 03-4335-9600 中小企業府外ットワークス

（大阪府）京都府京都市南区西九条東島町61番地 代表取締役 加登伸一
エイチ・エス写真技術株式会社0000008223 075-671-7980 中小企業府外

（所長 塩田猛）

北海道札幌市中央区北四条西７丁目1番地8 代表取締役執行役員社長 伊藤尚樹
株式会社ＨＢＡ0000020468 011-231-8301 大企業府外

株式会社ＨＹＫヒューマンサポー 東京都中央区日本橋本石町3丁目2番地3号 日本橋オリーブビル3階 代表取締役 大貫和彦
0000023541 03-6262-1183 中小企業府外ト

（東京都）兵庫県尼崎市御園町24番地 代表取締役 橘義規
株式会社エイテック0000007446 06-4869-3321 大企業府外 （支社長 久川真史）

京都府南丹市園部町美園町５号１番地１ 取締役 片岡賢治
エイドック有限会社0000023336 0771-68-9800 中小企業市外

大阪府箕面市船場東1-15-31 代表取締役 大富國正
株式会社エキスプレス0000023119 06-6315-3161 大企業府外

大阪府大阪市中央区平野町２丁目1番14号 代表取締役 呉羽伊知郎
株式会社エトレ0000020522 06-6202-5230 中小企業府外

大阪府大阪市西区新町１丁目28番11号 安川ビル５F 代表取締役 畚野信恒
株式会社カクタス0000023186 06-6533-3005 中小企業府外
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内容別名簿（物品関係）市外
0009 写真機械・青写真・第二原図
0003 撮影

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（大阪府）京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町596番地 エスメラルダ709 代表取締役 谷口智之
株式会社かんこう0000007326 075-746-7606 中小企業府外

（支店長 松田昌之）

大阪府大阪市中央区備後町３丁目6番2号 代表取締役社長 中島宏
株式会社関電パワーテック0000022593 06-4705-8636 大企業府外

（滋賀県）京都府京都市左京区聖護院円頓美町11番地10 代表取締役 梶雅弘
キタイ設計株式会社0000007564 762-2150 大企業府外 （所長 内藤秀俊）

キヤノンマーケティングジャパン （東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目 2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役 足立正親
0000023638 06-7739-2047 大企業府外 ト （支店長 北岡康人）株式会社

大阪府東大阪市川俣1丁目14番30号 代表取締役社長 大崎健一
株式会社キョクトウ0000009487 06-6789-6631 中小企業府外

東京都墨田区両国4-37-2 TKF会館5F 代表取締役 佐野竜太
株式会社魚雷映蔵0000022020 03-5637-8310 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市浪速区敷津東１丁目2番47号 代表取締役社長 亀井洋司
クボタエイトサービス株式会社0000010333 06-6648-2903 中小企業府外

（本部長 岡誠）

奈良県奈良市高天町45 アート福住ビル2Ｆ 取締役 河瀬直美
有限会社組画0000017361 0742-27-2216 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上ル二丁目富永町338 （京阪四条河原町ビ 代表取締役社長 土方聡
国際航業株式会社0000007320 351-0530 大企業府外 ル） （支店長 芳本有正）

京都府向日市森本町戌亥5番地の3 代表取締役会長ＣＥＯ 木下宗昭
佐川印刷株式会社0000018535 933-8081 中小企業市外

大阪府吹田市江の木町20番10号 代表取締役 堤裕成
株式会社シーマ0000017319 06-6310-4100 中小企業府外

東京都中央区築地四丁目一番一号 代表取締役社長 迫本淳一
松竹株式会社0000022647 06-7166-3434 大企業府外

（東京都）京都府京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町633番地 代表取締役 本島哲也
昭和株式会社0000007416 256-0950 大企業府外

（所長 熊木敏之）

ジーウェイフ゛・プラクティカル 大阪府三島郡島本町江川２丁目15-45 ライオンズガーデン水無瀬713 代表 田中雅人
0000022403 050-5833-5076 中小企業府外ＣＡＤスペース

株式会社ジェイアール東海エージ （東京都）京都府京都市 南区西九条小寺町7-7 代表取締役社長 厚地純夫
0000022692 606-2466 大企業府外 （京都支社長 上ノ町清）ェンシー

（東京都）大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号 中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ19F 代表取締役社長 赤石良治
株式会社ジェイアール東日本企画0000022848 06-7663-1300 大企業府外 （上級執行役員・関西支社長 稲葉耕一）

（大阪府）京都府京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル3F 代表取締役社長 櫻井俊一
株式会社ジェイコムウエスト0000019872 888-5010 中小企業府外 （局長 坂見嘉哉）

大阪府大阪市北区天神橋４丁目1番3号 代表取締役 浜口雅昭
株式会社ステップ0000018804 06-6356-8506 中小企業府外

大阪府大阪市東成区深江北１丁目15番32号 代表取締役 上平泰輔
株式会社大伸社0000017404 06-6976-5550 中小企業府外

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）
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代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（大阪府）京都府京都市上京区河原町通丸太町上ル桝屋町354番地2 代表取締役 稲垣雅史
大毎広告株式会社0000009555 320-4220 中小企業府外

（支社長 上山均）

大阪府東大阪市岩田町１丁目１７番９号 代表取締役 福永信雄
株式会社地域文化財研究所0000016755 072-968-7321 中小企業府外

大阪府大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 大手前センタービル１０階 代表取締役 恩田宏紀
株式会社テーク・ワン0000023380 06-6944-7577 中小企業府外

大阪府大阪市北区西天満四丁目4番18号 代表取締役 西原幸郎
株式会社テレコープ0000015335 06-6809-3040 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区二帖半敷町647 オンリー烏丸ビルengawaKYOTO 代表取締役社長執行役員 榑谷典洋
株式会社電通0000008216 366-4946 大企業府外 （関西第1ビジネスプロデュース局長前川隆弘）

東京都渋谷区神宮前6丁目28番地5号 宮崎ビルＢ棟４Ｆ 代表取締役 塚崎秀雄
東京カメラ部株式会社0000021777 03-6433-5470 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区中之島２丁目3番18号 中之島フェスティバルタワー 代表取締役社長 麿秀晴
凸版印刷株式会社0000008273 06-6454-6009 大企業府外

（執行役員事業部長 山中欣也）

岡山県岡山市北区高柳西町1番23号 代表取締役 友野宏史
友野印刷株式会社0000014577 086-255-1101 中小企業府外

大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番18号 代表取締役 安本知治
株式会社トラフィックス0000023656 06-6445-9230 中小企業府外

（愛知県）大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39 新大阪ＮＫビル２Ｆ 代表取締役社長 二神一
中日本航空株式会社0000007644 06-6152-5651 大企業府外 （支店長 遠藤孝浩）

東京都江戸川区中葛西４丁目19-14 代表取締役 廣岡潤
株式会社ニチマイ0000015292 03-6808-3170 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680 インターワンプレイス烏 代表取締役社長 平井成典
株式会社日建技術コンサルタント0000007386 344-4606 大企業府外 丸２ （所長 野田泰弘）

大阪府大阪市北区万歳町3番7号 代表取締役 田加井徹
株式会社日展0000005675 06-6362-2210 大企業府外

埼玉県さいたま市南区内谷４丁目10番6号 代表取締役 クリスチャン・オーティエ
日本オート・フォート株式会社0000021960 048-861-1621 中小企業府外

日本コンベンションサービス株式 東京都千代田区霞が関1-4-2 代表取締役 近浪弘武
0000013698 03-3508-1211 大企業府外会社

大阪府吹田市豊津町18番38号 代表取締役社長 山本良行
株式会社日本パルス0000018730 06-6378-4563 中小企業府外

京都府城陽市寺田深谷8番地の195 代表取締役 野村徹
有限会社ノムラフォト0000010028 0774-54-3025 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市浪速区難波中２丁目10番70号 代表取締役社長 中川雅寛
株式会社ノムラメディアス0000009607 06-6649-3336 中小企業府外 （事業所長 秋田昌彦）

愛知県名古屋市千種区青柳町5丁目6番地 代表取締役 平林貴
ＨＡＲＶＥＹ株式会社0000021106 052-744-1760 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市伏見区竹田真幡木町53 代表取締役 橋本岩夫
橋本技術株式会社0000017985 601-2345 中小企業府外 （所長 町田輝次）
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（東京都）京都府京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 代表取締役 武部泰三
株式会社八州0000001089 252-2092 中小企業府外

（所長 畑雅之）

阪急阪神マーケティングソリュー 大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号 代表取締役社長 三宅良明
0000022621 06-6373-6805 中小企業府外ションズ株式会社

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 代表取締役 島村秀樹
株式会社パスコ0000007301 257-8930 大企業府外 （支店長 近藤征博）

滋賀県大津市打出浜3番50号 代表取締役 藤野誠
ビジネスサービス株式会社0000023567 077-525-8078 中小企業府外

滋賀県大津市神領 ３丁目20番18号 代表取締役社長 西谷輝彦
有限会社ビデオクリエート0000018713 077-544-3366 中小企業府外

滋賀県大津市浜大津３丁目１０‐３ ハイツ浜大津２０１号 代表社員 沢田知也
合同会社ふくろう0000022869 077-511-9296 中小企業府外

富士フイルムイメージングシステ 東京都品川区西五反田 ３丁目6番30号 代表取締役 松本考司
0000019511 03-5745-2261 中小企業府外ムズ株式会社

プレンティグローバルリンクス株 京都府向日市上植野町伴田10番地 代表取締役 田中隆行
0000022654 924-4308 中小企業市外式会社

（大阪府）大阪府大阪市北区万歳町3番17号 代表取締役 吉本高久
株式会社堀内カラー0000000960 06-6364-0881 大企業府外 （所長 吉田則之）

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10 京都ダイヤビル7F 代表取締役 土屋芳明
株式会社マイナビ0000022855 212-8321 大企業府外 （支社長 中尾哲弥）

（東京都）大阪府大阪市北区豊崎2丁目7番5号 新御堂豊崎ビル 代表取締役 宮嶋極
株式会社 毎日映画社0000016024 06-6225-7560 中小企業府外 （支社長 真島和好）

東京都新宿区西新宿７丁目１番１０号 代表取締役 柳沢知秀
株式会社マックスサポート0000023335 03-6279-4923 中小企業府外

大阪府東大阪市長田中３丁目6番1号 代表取締役 廻真一郎
ムサシ・アイ・テクノ株式会社0000000600 06-6744-6311 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区上本町８丁目2番1号 代表取締役 中村武志
株式会社モンド企画0000022228 06-6775-7888 中小企業府外

大阪府大阪市中央区本町４丁目4番13号 代表取締役 安井大介
安井工業写真株式会社0000016678 06-6245-5688 中小企業府外

京都府宇治市木幡南山12番地139 代表取締役 石山淳
やましろ文化財株式会社0000020233 0774-27-5520 中小企業市外

大阪府四条畷市蔀屋本町2番6号 代表取締役 正木一郎
株式会社ライトリー0000008235 072-879-0161 中小企業府外

ライフテック・イノベーション株 （大阪府）大阪府大阪市東成区深江北３丁目6-14 代表取締役 中平憲助
0000022264 06-4705-8511 中小企業府外 （施行部部長 山本秀人）式会社

東京都港区六本木６丁目15番21号 ハークス六本木ビル 代表取締役社長 分部至郎
株式会社レイ0000021316 03-5410-3861 大企業府外
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宮城県仙台市青葉区五橋二丁目12番1号 代表取締役 大山晃弘
アイリスオーヤマ株式会社0000019862 022-211-3400 大企業府外

（滋賀県）京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391 第10長谷ビル4F 代表取締役 谷口彰
アインズ株式会社0000001659 353-7383 中小企業府外

（所長 藤澤成倫）

滋賀県守山市金森町917番地 代表取締役 青木高雄
アオキテクノ株式会社0000012765 077-583-0339 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市下京区西木屋町通七条上る新日吉町124番地3 代表取締役 澤田和重
アケボノ特機株式会社0000015330 353-5637 中小企業府外 （京都営業所所長 武田健）

株式会社アコースティガイド・ジ 東京都港区北青山２丁目7番25号 代表取締役 菅原あゆみ
0000020551 03-5771-4081 中小企業府外ャパン

（福岡県）京都府京都市右京区西院西溝崎町7番地 代表取締役 岡義治
アプライド株式会社0000022368 325-1025 大企業府外 （部長 大林義和）

（滋賀県）京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町11 代表取締役 増本敏幸
株式会社アヤハディオ0000023600 326-6700 大企業府外

（店長 鍵本純一）

（東京都）大阪府大阪市中央区本町2-5-7 代表取締役 長尾利彦
アライドテレシス株式会社0000018298 06-7639-2077 大企業府外

（関西中四国支社長 伊東大輔）

東京都杉並区高円寺北二丁目20番1号 代表取締役 堤谷人
株式会社イーエムアイ0000022245 03-3336-0627 中小企業府外

大阪府東大阪市荒本北1丁目4番17号 クリエイション・コア東大阪4階 代表取締役 森下修二
イーシーテクノ株式会社0000016698 06-6747-2323 中小企業府外

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

京都府宮津市字滝馬705番地 代表取締役 池田憲治
池田電気株式会社0000018118 0772-22-1312 中小企業市外

（愛知県）大阪府大阪市西淀川区出来島1-4-31 代表取締役 水谷靖
株式会社エクシング0000022619 06-6475-8230 大企業府外

（支店長 川井田繁樹）

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町東入真町68 代表取締役 久保允誉
株式会社エディオン0000015814 213-6031 大企業府外

（店長 金子誠治）

（大阪府）京都府京都市東山区清水4丁目161-1 代表取締役社長 大志野恵一郎
大志野産業株式会社0000002228 531-5808 中小企業府外 （所長 大志野恵一郎）

京都府綾部市里町大坂33番地の2 代表取締役 岡山秀行
岡山電設株式会社0000012726 0773-42-6601 中小企業市外

（東京都）東京都港区新橋６丁目17番19号 代表取締役社長 坂井忠之
オフィス・メディア株式会社0000009163 03-3438-5581 中小企業府外 （チームマネージャー 小泉啓）

大阪府大阪市北区堂島浜１丁目2番地1号 新ダイビル26階 代表取締役 清水卓
カコムス株式会社0000022531 06-6342-7811 中小企業府外

京都府南丹市美山町静原垣内10番地1 梶原眞
梶原商店0000011885 0771-75-0002 中小企業市外

大阪府大阪市中央区備後町３丁目6番2号 代表取締役社長 中島宏
株式会社関電パワーテック0000022593 06-4705-8636 大企業府外
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（大阪府）京都府京都市東山区鞘町通七条上る下堀詰町241番地6 スペリオン七条ビル 代表取締役 佐藤一男
株式会社教映社0000002778 531-5110 大企業府外

（支店長 佐藤一男）

京都府相楽郡精華町祝園正尺2番10 代表取締役 南邦彦
共立電業株式会社0000016062 0774-94-5502 中小企業市外

大阪府吹田市南吹田5丁目1番12号 代表取締役 松原達也
キングラン関西株式会社0000008482 06-6388-1481 中小企業府外

クラリオンセールスアンドマーケ （埼玉県）大阪府吹田市豊津町12-14 代表取締役 近藤賢司
0000013997 06-4861-0100 大企業府外 （支店長 武田友宏）ティング株式会社

兵庫県神戸市中央区新港町8番2号 代表取締役 粟田隆央
慧通信技術工業株式会社0000019871 078-335-0882 中小企業府外

（愛知県）京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579 五条堀川ビル501号室 代表取締役 青山英生
ケイティケイ株式会社0000015038 354-7110 大企業府外 （所長 船越威宏）

ＫＤＤＩまとめてオフィス関西株 （大阪府）京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634 カラスマプラザ21 代表取締役社長 山口明彦
0000019537 252-0077 大企業府外

（ソリューション京都支店長 辻井潤一）式会社

（栃木県）京都府京都市左京区高野東開町15番地 代表取締役 中澤裕二
株式会社コジマ0000010353 075-707-9601 大企業府外

（店長 加藤竜治）

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市西区西本町2丁目3-10 代表取締役 大須賀健
コニカミノルタジャパン株式会社0000018268 06-6110-0633 大企業府外 （官公庁営業部長 畑山雄一）

山梨県甲斐市西八幡4281番地4 代表取締役 秋山学
株式会社コンピュータムーブ0000022033 055-279-2731 中小企業府外

京都府城陽市久世芝ケ原91番地の3 代表取締役 西島栄治
栄建設工業株式会社0000023234 0774-55-5430 中小企業市外

大阪府大阪市西区新町3-8-18 西長堀ビジネスゾーン6F 代表取締役 赤松秀雄
株式会社サテライト0000019300 06-6538-2000 中小企業府外

大阪府枚方市禁野本町 １丁目16番地1号 203 代表取締役 甘水幸男
株式会社サンクス・レント0000018135 072-840-0125 中小企業府外

京都府宮津市字鶴賀2070番地の1 代表取締役 今井一雄
株式会社三洋商事0000023153 0772-22-4333 中小企業市外

大阪府吹田市江の木町20番10号 代表取締役 堤裕成
株式会社シーマ0000017319 06-6310-4100 中小企業府外

株式会社システムエンジニアリン 東京都台東区柳橋一丁目13番3号 代表取締役 田口純
0000022533 03-3866-3261 中小企業府外グ

シャープマーケティングジャパン （大阪府）大阪府八尾市北亀井町三丁目1番72号 代表取締役 中山藤一
0000013915 050-5444-7853 大企業府外 （取締役 美甘將雄）株式会社

愛知県名古屋市 中区栄 １丁目23番20号 代表取締役社長 星謙一郎
新日本法規出版株式会社0000017475 06-6942-5221 大企業府外

（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外 （所長 猿橋生久）
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株式会社ＪＶＣケンウッド・公共 （神奈川県）大阪府大阪市福島区鷺洲１丁目11番19号 大阪福島セントラルビル4階 代表取締役 上原輝久
0000000312 06-6450-4632 大企業府外

（支店長 後藤智博）産業システム

（大阪府）大阪府大阪市浪速区日本橋五丁目1番11号 代表取締役 金谷隆平
上新電機株式会社0000015628 06-6634-0911 大企業府外

（部長 村上斉）

（大阪府）京都府京都市 伏見区竹田 真幡木町129 代表取締役 竹下洋文
城陽ダイキン空調株式会社0000005319 604-5307 中小企業府外 （所長 田水浩二郎）

（東京都）東京都品川区北品川五丁目11番3号 代表取締役 粂川滋
ソニーマーケティング株式会社0000018632 050-3809-1133 大企業府外 （統括部長 松崎直人）

京都府亀岡市下矢田町 ４丁目20-10 代表取締役 堤多門
株式会社タエイジャパン0000017254 0771-20-1424 中小企業市外

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外 （執行役員店長 田原和也）

（東京都）大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 SD堺筋本町ビル7階 代表取締役 田中良一
田中電気株式会社0000019944 06-4705-9730 大企業府外

（支店長 小村光次）

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市北区錦町4番82号 代表取締役 十河政則
ダイキン工業株式会社0000008757 06-6358-8005 大企業府外 （西日本サービス部長 東野哲弥）

京都府相楽郡精華町精華台7丁目4番地6 代表取締役 大田凱敬
ダイナミックツール株式会社0000022657 0774-98-0518 中小企業市外

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

（東京都）京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79 代表取締役社長 澤田太郎
株式会社大丸松坂屋百貨店0000013841 241-6981 大企業府外 （お得意様営業部部長 舟橋栄樹）

（大阪府）京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町316番地 代表取締役 芳井敬一
大和ハウス工業株式会社0000002670 075-605-2919 大企業府外

（支社長 坂東希）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

（大阪府）大阪府大阪市西区阿波座一丁目5番16号 代表取締役社長 辰己嘉一
株式会社デザインアーク0000006532 06-6536-6130 大企業府外 （大阪本店長 村上憲央）

長野県伊那市西春近2308-2 代表取締役 清水翔平
デジタルランド株式会社0000022845 0265-74-8630 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 四条ＳＥＴビル8階 取締役社長 青木宏明
東光電気工事株式会社0000001699 213-4950 大企業府外 （所長 中根洋心）

（神奈川県）大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目3番7号 取締役社長 平岡敏行
東芝ライテック株式会社0000005600 06-6208-6111 大企業府外 （所長 鳫祐介）

（三重県）愛知県名古屋市西区名駅二丁目27番8号 名古屋プライムセントラルタワー8階 代表取締役 山本文彦
株式会社東名0000022640 052-587-2080 大企業府外 （ネットワークソリューション事業部統括部長）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0010 電気機械・器具
0001 家電製品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）大阪府大阪市北区中崎西4丁目2番27号 代表取締役 新倉恵里子
株式会社東和エンジニアリング0000006439 06-6292-8555 中小企業府外

（支社長 河合慶二）

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

大阪府東大阪市御厨中１丁目１２番２８号 代表取締役 浅田英喜
ナニワ商事株式会社0000013943 06-6787-0737 中小企業府外

（兵庫県）京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町5番地 代表取締役社長 藤縄修平
株式会社日興商会0000008853 643-4550 大企業府外 （支店長 平塚郁）

大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１８番１１号 代表取締役 石金正巳
株式会社日本ビジネス開発0000022509 06-6441-2207 中小企業府外

（愛知県）大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目2番3号 EDGE心斎橋ビル12F 代表取締役 大塚惠司
日本メディアシステム株式会社0000022894 06-4963-3357 大企業府外 （支店長 田中謙吾）

大阪府大阪市中央区南船場１丁目11番9号 代表取締役 野木寿也
株式会社野木0000019962 06-6262-3142 中小企業府外

（東京都）大阪府八尾市東太子2丁目1番46号 代表取締役 野口修
野口株式会社0000014610 072-991-1036 中小企業府外

（所長 野口美樹）

（東京都）大阪府大阪市浪速区難波中２丁目10番70号 代表取締役社長 中川雅寛
株式会社ノムラメディアス0000009607 06-6649-3336 中小企業府外 （事業所長 秋田昌彦）

（東京都）大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目5番30号 代表取締役 奥井孝之
光が丘興産株式会社0000023160 06-6243-2401 中小企業府外 （執行役員支店長 石突寿啓）

大阪府大阪市中央区久太郎町１丁目4-8 代表取締役 芦原史郎
日立空調関西株式会社0000006003 06-6261-5151 中小企業府外

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

大阪府大阪市中央区本町橋1番30号 代表取締役社長 比那勝郎
株式会社ピエラス0000023190 06-6946-7272 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外

（所長 水谷博喜）

（神奈川県）神奈川県横浜市中区桜木町1-1 代表取締役 坂下智保
富士ソフト株式会社0000015607 050-3000-2739 大企業府外 （取締役執行役員営業本部本部長 森本真里）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（大阪府）京都府京都市右京区西院久田町100 代表取締役 横田好明
株式会社扶洋0000005375 311-2411 大企業府外 （所長 成重政俊）

大阪府大阪市西区阿波座１丁目13-13 西本町中央ビル4階 代表取締役 天宅勲
株式会社プラグイン0000022658 06-6532-9430 中小企業府外

（石川県）滋賀県大津市瀬田６丁目3番19号 代表取締役社長 早川信之
株式会社ほくつう0000015233 077-543-1113 大企業府外 （支店長 和田直己）

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外
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福井県福井市豊島２丁目6番7号 代表取締役 土谷秀靖
株式会社マルツ電波0000021536 0776-22-0464 中小企業府外

三井不動産レジデンシャルサービ 大阪府大阪市中央区本町四丁目4番25号 代表取締役社長 奥田茂雄
0000014700 06-6253-6233 大企業府外ス関西株式会社

三菱電機システムサービス株式会 （東京都）大阪府大阪市北区大淀中一丁目4番13号 代表取締役 山本雅之
0000006558 06-6454-3911 大企業府外 （取締役支社長 岡田英治）社

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外 （支店長 森田正樹）

京都府亀岡市西つつじケ丘美山台2丁目3番20-5号 代表取締役 村田雅昭
株式会社MURATA電工0000022223 0771-25-9239 中小企業市外

（群馬県）京都府京都市南区吉祥院大河原町27 代表取締役 上野善紀
株式会社ヤマダデンキ0000010540 326-4103 大企業府外 （所長 中山孝樹）

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場２丁目4番12号 代表取締役社長 田村博之
ユアサ商事株式会社0000016400 06-6266-4602 大企業府外

（上席執行役員支配人関西支社長 佐古晴彦）

（東京都）大阪府大阪市中央区高津315-2 大阪ビル本館 代表取締役社長 田村公正
株式会社ＵＳＥＮ0000021974 06-6643-8690 中小企業府外

（エンジニアセンター長 上田志朗）

株式会社ヨコモリ電池屋コーポレ 東京都渋谷区笹塚3-33-4 代表取締役 横森英俊
0000019128 03-3378-0156 中小企業府外ーション

（大阪府）大阪府東大阪市長田中3丁目5-44 代表取締役社長 高橋俊泰
株式会社ライオン事務器0000023553 06-6747-1335 大企業府外 （大阪本店長 稲田隆史）

大阪府吹田市江の木町10番34号 代表取締役 西澤康
株式会社ライト0000018195 06-6190-0123 中小企業府外

東京都港区芝二丁目5番10号 代表取締役 増澤大助
ライトアンドリヒト株式会社0000021954 03-5418-8230 中小企業府外

大阪府大阪市西区阿波座１丁目5番16号 代表取締役 中山正明
ロイヤルホームセンター株式会社0000010562 06-4391-8830 大企業府外

ロングライフグローバルコンサル 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 梅田センタービル２５階 代表取締役 石橋段
0000023333 06-6373-9191 中小企業府外タント株式会社

大阪府大阪市東成区玉津1丁目9番10号 代表取締役 荒木俊昭
ワイコム株式会社0000023624 06-6972-1255 中小企業府外
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東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

大阪府大阪市平野区加美鞍作一丁目6番19号 代表取締役 播磨正隆
アイコム株式会社0000011955 06-6793-5301 大企業府外

東京都千代田区一番町21番地 代表取締役 佐藤恒徳
株式会社アイティフォー0000018095 03-5275-7841 大企業府外

（滋賀県）京都府京都市下京区西木屋町通七条上る新日吉町124番地3 代表取締役 澤田和重
アケボノ特機株式会社0000015330 353-5637 中小企業府外 （京都営業所所長 武田健）

株式会社アコースティガイド・ジ 東京都港区北青山２丁目7番25号 代表取締役 菅原あゆみ
0000020551 03-5771-4081 中小企業府外ャパン

（愛知県）滋賀県長浜市宮司町76番地7 代表取締役 恒川賢太
朝日電気工業株式会社0000020939 0749-53-4607 中小企業府外 （所長 北村祐喜）

（福岡県）京都府京都市右京区西院西溝崎町7番地 代表取締役 岡義治
アプライド株式会社0000022368 325-1025 大企業府外

（部長 大林義和）

（神奈川県）京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花町6番地 代表取締役 津田博之
アマノ株式会社0000013883 662-2171 大企業府外

（支店長 田中壮一）

（滋賀県）京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町11 代表取締役 増本敏幸
株式会社アヤハディオ0000023600 326-6700 大企業府外 （店長 鍵本純一）

（東京都）大阪府大阪市中央区本町2-5-7 代表取締役 長尾利彦
アライドテレシス株式会社0000018298 06-7639-2077 大企業府外 （関西中四国支社長 伊東大輔）

京都府宮津市字滝馬705番地 代表取締役 池田憲治
池田電気株式会社0000018118 0772-22-1312 中小企業市外

株式会社石川コンピュータ・セン （石川県）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 代表取締役社長 山浦伯之
0000020487 06-4801-7006 中小企業府外 （支店長 大石裕之）ター

伊藤忠テクノソリューションズ株 （東京都）大阪府大阪市 北区梅田 三丁目1番3号 代表取締役社長 菊地哲
0000001693 06-6439-8200 大企業府外

（部長 松隈孝史）式会社

株式会社インテックソリューショ （東京都）大阪府大阪市北区豊崎5-4-9 代表取締役社長 石井貞行
0000020977 06-6376-3291 中小企業府外

（西日本本部長 浅野満）ンパワー

東京都港区新橋一丁目16番4号 りそな新橋ビル６Ｆ 代表取締役 濱之上一人
株式会社ウェルキッズ0000022355 03-5537-7450 中小企業府外

東京都江東区木場五丁目8番40号 代表取締役 長岡秀樹
ウチダエスコ株式会社0000010095 03-5639-2221 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区和泉町２丁目2番2号 代表取締役 大久保昇
株式会社内田洋行0000006030 06-6920-2742 大企業府外 （大阪支店長 岡野清吾）

大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目3番10号 代表取締役 竹田浩一
エーベックス商事株式会社0000009706 06-6243-9272 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区西九条東島町61番地 代表取締役 加登伸一
エイチ・エス写真技術株式会社0000008223 075-671-7980 中小企業府外 （所長 塩田猛）

北海道札幌市中央区北四条西７丁目1番地8 代表取締役執行役員社長 伊藤尚樹
株式会社ＨＢＡ0000020468 011-231-8301 大企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0010 電気機械・器具
0002 事務機

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）京都府京都市伏見区横大路千両松町97 代表取締役 角本高章
ＳＧムービング株式会社0000020499 623-1310 中小企業府外

（所長 渋谷能宏）

東京都新宿区新宿六丁目27番30号 代表取締役 阿多親市
ＳＢテクノロジー株式会社0000019514 03-6892-3050 大企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町東入真町68 代表取締役 久保允誉
株式会社エディオン0000015814 213-6031 大企業府外 （店長 金子誠治）

（東京都）京都府京都市中京区壬生坊城町24-1 （古川勘ビル） 代表取締役 鈴木浩
ＮＥＣフィールディング株式会社0000003855 812-5800 大企業府外 （京都支店長 川本清）

ＮＥＣプラットフォームズ株式会 （東京都）大阪府大阪市西区新町１丁目13番3号 四ツ橋KFビル１２階 代表取締役執行役員社長 田熊範孝
0000006738 06-6538-8600 大企業府外 （支社長 溝端浩文）社

株式会社エヌエスイーエデュケー 大阪府大阪市北区西天満四丁目7番13号 新老松ビル1階12号室 代表取締役 砂田裕章
0000022673 06-6313-2700 中小企業府外ション

エヌ・ティ・ティ・データ・カス （東京都）大阪府大阪市北区堂島三丁目1番21号 代表取締役社長 沖村幸彦
0000007068 06-6456-0205 大企業府外

（取締役執行役員西日本支社長 日高昭夫）タマサービス株式会社

（大阪府）大阪府大阪市都島区東野田町四丁目15番82号 代表取締役社長 桂一詞
株式会社ＮＴＴフィールドテクノ0000021518 06-6450-5000 中小企業府外

（取締役関西支店長 篠浦伸得）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町566-1 代表取締役社長 大塚裕司
株式会社大塚商会0000001098 252-6851 大企業府外 （支店長 宇野直基）

（東京都）大阪府大阪市中央区備後町2丁目6番8号 代表取締役 竹内敏尚
ＯＫＩクロステック株式会社0000001045 06-4705-2300 大企業府外 （関西支社長 鈴木良孝）

東京都千代田区神田錦町3-19-21 代表取締役 百村功
株式会社オフィスジャパン0000022622 03-5281-0277 中小企業府外

（東京都）東京都港区新橋６丁目17番19号 代表取締役社長 坂井忠之
オフィス・メディア株式会社0000009163 03-3438-5581 中小企業府外 （チームマネージャー 小泉啓）

オムロン ソーシアルソリューシ （東京都）大阪府大阪市福島区福島3丁目14番24号 代表取締役社長 細井俊夫
0000005256 06-6347-5852 大企業府外

（事業所長 中村太）ョンズ株式会社

京都府南丹市美山町静原垣内10番地1 梶原眞
梶原商店0000011885 0771-75-0002 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市中央区松屋町7番7号 代表取締役 本橋伸幸
株式会社カナデン0000023167 06-6763-6800 大企業府外 （常務取締役支社長 守屋太）

（東京都）大阪府大阪市中央区淡路町３丁目1番9号 代表取締役社長執行役員 渡辺亮
兼松エレクトロニクス株式会社0000016759 06-6201-5547 大企業府外 （支社長 宮崎健司）

兵庫県尼崎市浜一丁目1番1号 代表取締役社長 川久保知一
株式会社管総研0000007939 06-6470-6300 中小企業府外

大阪府高槻市芝生町２丁目52番10号 代表取締役 阿部陽
株式会社カンプリ0000015709 072-679-4300 中小企業府外

愛媛県松山市三番町四丁目9番地5 代表取締役社長 別府幹雄
株式会社ガバメイツ0000022017 089-968-2075 大企業府外

（滋賀県）京都府京都市下京区烏丸通松原上ル東側 代表取締役 井門一美
キステム株式会社0000001533 075-341-4248 中小企業府外 （支社長 藤沢敏孝）
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（東京都）京都府京都市中京区御池通り間之町東入高宮町206番地 御池ビル 代表取締役社長 高井昌史
株式会社紀伊國屋書店0000000876 221-3310 中小企業府外

（京都営業部長 千原旭）

キヤノンマーケティングジャパン （東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目 2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役 足立正親
0000023638 06-7739-2047 大企業府外 ト （支店長 北岡康人）株式会社

（大阪府）京都府京都市東山区鞘町通七条上る下堀詰町241番地6 スペリオン七条ビル 代表取締役 佐藤一男
株式会社教映社0000002778 531-5110 大企業府外 （支店長 佐藤一男）

京セラドキュメントソリューショ （大阪府）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル5F 代表取締役社長 長井孝
0000015859 406-7413 大企業府外 （課長 谷口侍玲）ンズジャパン株式会社

京都府相楽郡精華町祝園正尺2番10 代表取締役 南邦彦
共立電業株式会社0000016062 0774-94-5502 中小企業市外

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通綾小路下ル二帖半敷町646番地 代表取締役 十河元太郎
協和テクノロジィズ株式会社0000003854 354-3400 中小企業府外 （所長 松本克嗣）

大阪府吹田市南吹田5丁目1番12号 代表取締役 松原達也
キングラン関西株式会社0000008482 06-6388-1481 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市浪速区敷津東１丁目2番47号 代表取締役社長 亀井洋司
クボタエイトサービス株式会社0000010333 06-6648-2903 中小企業府外

（本部長 岡誠）

クラリオンセールスアンドマーケ （埼玉県）大阪府吹田市豊津町12-14 代表取締役 近藤賢司
0000013997 06-4861-0100 大企業府外 （支店長 武田友宏）ティング株式会社

（兵庫県）京都府京都市伏見区竹田向代町595 代表取締役社長 三和元純
グローリー株式会社0000001530 075-693-3141 大企業府外 （所長 三原健）

東京都港区虎ノ門４丁目2番12号 代表取締役 高柳公康
株式会社ケー・デー・シー0000017249 03-5733-5111 中小企業府外

兵庫県神戸市中央区新港町8番2号 代表取締役 粟田隆央
慧通信技術工業株式会社0000019871 078-335-0882 中小企業府外

（愛知県）京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579 五条堀川ビル501号室 代表取締役 青山英生
ケイティケイ株式会社0000015038 354-7110 大企業府外

（所長 船越威宏）

ＫＤＤＩまとめてオフィス関西株 （大阪府）京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634 カラスマプラザ21 代表取締役社長 山口明彦
0000019537 252-0077 大企業府外

（ソリューション京都支店長 辻井潤一）式会社

兵庫県神戸市中央区東川崎町5丁目10番9号 代表取締役 走出高充
株式会社神戸清光0000015660 078-681-5789 中小企業府外

（栃木県）京都府京都市左京区高野東開町15番地 代表取締役 中澤裕二
株式会社コジマ0000010353 075-707-9601 大企業府外 （店長 加藤竜治）

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市西区西本町2丁目3-10 代表取締役 大須賀健
コニカミノルタジャパン株式会社0000018268 06-6110-0633 大企業府外 （官公庁営業部長 畑山雄一）

山梨県甲斐市西八幡4281番地4 代表取締役 秋山学
株式会社コンピュータムーブ0000022033 055-279-2731 中小企業府外

京都府城陽市久世里ノ西153番地の35 代表取締役 梅本幸市
株式会社サイバーネオシステムズ0000021072 050-1008-3998 中小企業市外
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（東京都）京都府京都市伏見区竹田段川原町225 代表取締役 小沼宏行
株式会社サトー0000009225 275-4162 大企業府外

（支店長 立田大典）

京都府宮津市字鶴賀2070番地の1 代表取締役 今井一雄
株式会社三洋商事0000023153 0772-22-4333 中小企業市外

大阪府大阪市中央区北久宝寺町１丁目9番1号 代表取締役 岸村智志
三和通信工業株式会社0000016609 06-6266-3211 中小企業府外

東京都港区芝浦１丁目1-1 浜松町ビルディング28階 代表取締役 岩瀬弘明
株式会社システムシンク0000021594 03-6453-9701 中小企業府外

静岡県静岡市 葵区紺屋町12番地6 シャンソンビル紺屋町 代表取締役 鈴木裕
株式会社静岡情報処理センター0000018674 054-271-7501 中小企業府外

東京都港区麻布台２丁目４番５号 メソニック３９ＭＴビル 代表取締役 丹下大
株式会社ＳＨＩＦＴ0000023374 03-6809-1128 中小企業府外

シャープマーケティングジャパン （大阪府）大阪府八尾市北亀井町三丁目1番72号 代表取締役 中山藤一
0000013915 050-5444-7853 大企業府外

（取締役 美甘將雄）株式会社

（兵庫県）滋賀県栗東市出庭2004-1 代表取締役 安藤和正
株式会社城山0000013059 077-599-1727 中小企業府外

（所長 今井貴介）

東京都豊島区要町3丁目36番3号 代表取締役 鈴木栄
株式会社シンリョウ0000020152 03-3973-6161 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市西区西本町２丁目3番10号 代表取締役社長 松田真人
株式会社ジェイエスキューブ0000014579 06-4390-0691 中小企業府外 （本部長 石原義孝）

（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外 （所長 猿橋生久）

大阪府大阪市北区末広町1番22号 代表取締役 小野謙治
ジャトー株式会社0000000331 06-6313-1351 中小企業府外

東京都千代田区神田三崎町二丁目6番2号 代表取締役 小池隆善
スキャネット株式会社0000022867 03-4582-3933 中小企業府外

奈良県奈良市油阪町456番地 第二森田ビル4階 代表社員 森田務
税理士法人森田会計事務所0000021117 0742-22-3578 中小企業府外

大阪府大阪市 城東区中央 ２丁目15番20号 代表取締役 高嶋照仁
ゼネラル株式会社0000022687 06-6933-1290 大企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1 京都フコク生命四条柳馬場 代表取締役社長 小林義和
ソレキア株式会社0000008796 255-2617 大企業府外 ビル7Ｆ （支店長 中崎守）

大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番19号 代表取締役 高木健
タカギエレクトロニクス株式会社0000005847 06-6209-3331 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外 （執行役員店長 田原和也）

株式会社タクト・マシン・サービ 東京都千代田区神田佐久間町一丁目26番地 代表取締役 田中健太郎
0000020556 03-6721-5030 中小企業府外ス

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外
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（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外

（左内町営業部長 吉村仁）

（北海道）大阪府大阪市淀川区宮原１丁目1番1号 代表取締役 楠美宗城
株式会社通電技術0000021517 06-7662-9103 中小企業府外

（所長 高橋博靖）

（東京都）京都府京都市中京区壬生坊城町24-1 代表取締役社長 磯部浩
都築テクノサービス株式会社0000001117 812-4012 大企業府外 （支店長 東井雄二朗）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島２丁目2番2号 代表取締役社長 江森勲
都築電気株式会社0000001152 06-6204-7000 大企業府外 （ソリューションビジネス本部部長 田谷俊）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

大阪府箕面市船場 東 １丁目2番20号 ウオールマンビル6F 代表取締役 山川道明
ＴＰホールディングス株式会社0000018821 072-729-2690 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜一丁目2番1号 代表取締役 岡本安史
ＴＩＳ株式会社0000007487 06-4796-3093 大企業府外

（代表取締役副社長執行役員 柳井城作）

東京都新宿区四谷一丁目7番地12 代表取締役社長 田村清
株式会社ティケーユー0000020550 03-5363-0411 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

（大阪府）京都府京都市西京区桂上野南町87 代表取締役 北條陽子
株式会社ディエスジャパン0000001839 394-5444 中小企業府外 （京都店店長 野村一也）

（大阪府）大阪府大阪市西区阿波座一丁目5番16号 代表取締役社長 辰己嘉一
株式会社デザインアーク0000006532 06-6536-6130 大企業府外 （大阪本店長 村上憲央）

（大阪府）京都府京都市南区上鳥羽唐戸町9番地 代表取締役 辻本智則
デュプロ株式会社0000009290 075-662-3141 大企業府外 （支店長 勝原英貴）

（愛知県）大阪府大阪市淀川区新北野３丁目８番２号 代表取締役社長 藤田祐三
株式会社トーエネック0000005179 06-6305-2181 大企業府外

（執行役員本部長 加藤憲二郎）

（大阪府）京都府京都市下京区五条通室町西入る東錺屋町173 高橋第６ビル３Ｆ 代表取締役 石井剛太
株式会社Ｔｏｏ大阪0000001535 341-4441 中小企業府外

（マネージャー 太田幸弘）

東京コンピュータサービス株式会 （東京都）京都府京都市下京区東塩小路町734 中信駅前ビル 代表取締役社長 高山芳之
0000015939 353-8411 中小企業府外 （京都支店長 瀬崎知博）社

（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 四条ＳＥＴビル8階 取締役社長 青木宏明
東光電気工事株式会社0000001699 213-4950 大企業府外 （所長 中根洋心）

東芝デジタルエンジニアリング株 （神奈川県）大阪府大阪市北区大淀中１丁目1-30 代表取締役 島田顕司
0000009295 06-4799-7200 大企業府外 （所長 泰松宏行）式会社

（三重県）愛知県名古屋市西区名駅二丁目27番8号 名古屋プライムセントラルタワー8階 代表取締役 山本文彦
株式会社東名0000022640 052-587-2080 大企業府外 （ネットワークソリューション事業部統括部長）

（東京都）大阪府大阪市北区菅原町4番3号 代表取締役 宮坂秀雄
東陽工業株式会社0000023056 06-6362-9271 中小企業府外 （取締役支店長 藤谷康之）

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外
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（東京都）京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3 大同生命京都ビル6階 代表取締役社長 坂田甲一
トッパン・フォームズ株式会社0000001515 254-4880 大企業府外

（所長 河合昭知）

株式会社ドッドウエルビー・エム （東京都）京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大阪町391 第10長谷ビル 代表取締役社長 佐々木秀吉
0000010432 361-5171 大企業府外

（支店長 吉村友行）・エス

（大阪府）大阪府大阪市中央区北浜東1番20号 代表取締役 湯本秀昭
ナカバヤシ株式会社0000008385 06-6943-5555 大企業府外 （本社長 長井俊介）

大阪府大阪市中央区内本町１丁目1番6号 内本町Ｂ＆Ｍビル6階 代表社長 帳立杰
合同会社中村商事0000020509 06-4792-7598 中小企業府外

（福岡県）大阪府大阪市淀川区宮原４丁目3番12号 代表取締役社長 山科秀之
ニシム電子工業株式会社0000020270 06-6392-5288 大企業府外 （支店長 古賀孝平）

東京都江戸川区中葛西４丁目19-14 代表取締役 廣岡潤
株式会社ニチマイ0000015292 03-6808-3170 中小企業府外

（兵庫県）京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町5番地 代表取締役社長 藤縄修平
株式会社日興商会0000008853 643-4550 大企業府外

（支店長 平塚郁）

福岡県北九州市小倉北区鍛冶町二丁目4番1号 代表取締役 原田栄一
日本コンピューター株式会社0000013729 093-521-8123 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング 代表取締役執行役員社長 森田隆之
日本電気株式会社0000001582 253-6009 大企業府外 （京都支社長 林誠一）

大阪府大阪市港区磯路二丁目21番1号 代表取締役社長 戸谷典嗣
日本電通株式会社0000005193 06-6577-4121 大企業府外

東京都港区台場2丁目3番1号 代表取締役 スザンヌ・ケルソー
日本データカード株式会社0000008535 0570-032-223 中小企業府外

大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１８番１１号 代表取締役 石金正巳
株式会社日本ビジネス開発0000022509 06-6441-2207 中小企業府外

（愛知県）大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目2番3号 EDGE心斎橋ビル12F 代表取締役 大塚惠司
日本メディアシステム株式会社0000022894 06-4963-3357 大企業府外

（支店長 田中謙吾）

大阪府大阪市中央区南船場１丁目11番9号 代表取締役 野木寿也
株式会社野木0000019962 06-6262-3142 中小企業府外

（東京都）大阪府八尾市東太子2丁目1番46号 代表取締役 野口修
野口株式会社0000014610 072-991-1036 中小企業府外 （所長 野口美樹）

愛知県名古屋市千種区青柳町5丁目6番地 代表取締役 平林貴
ＨＡＲＶＥＹ株式会社0000021106 052-744-1760 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目5番30号 代表取締役 奥井孝之
光が丘興産株式会社0000023160 06-6243-2401 中小企業府外 （執行役員支店長 石突寿啓）

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜１丁目2番1号 代表取締役取締役社長 柴原節男
株式会社日立システムズ0000008248 06-6147-2894 大企業府外 （支社長 大村勉）

株式会社日立ソリューションズ西 （広島県）福岡県福岡市早良区百道浜二丁目1番1号 代表取締役 久保田健二
0000021090 092-844-0010 大企業府外 （営業本部長 岡田孝司）日本

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外
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（東京都）大阪府大阪市中央区高麗橋３丁目2番7号 ORIX高麗橋ビル4階 代表取締役 鈴木正之
株式会社ピーエスシー0000022364 06-4707-7148 中小企業府外

（事業本部長 石田卓士）

（東京都）大阪府大阪市中央区安土町２丁目3-13 大阪国際ビルディング14階 代表取締役社長 ベンハー・メスフィン
ピツニーボウズジャパン株式会社0000009834 06-6264-2500 大企業府外

（大阪支店長 西岡伸晃）

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

（神奈川県）神奈川県横浜市中区桜木町1-1 代表取締役 坂下智保
富士ソフト株式会社0000015607 050-3000-2739 大企業府外 （取締役執行役員営業本部本部長 森本真里）

（東京都）京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1 京都フコク生命四条柳馬場 代表取締役社長 砂田敬之
富士通Ｊａｐａｎ株式会社0000001101 252-9780 大企業府外 ビル （支社長 永留博愛）

株式会社富士通マーケティング・ （東京都）京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1 代表取締役 福田耕一
0000010286 252-9787 中小企業府外 （部長 吉田昌史）オフィスサービス

富士電機ＩＴソリューション株式 （東京都）京都府京都市中京区室町御池下ル円福寺町342-1 代表取締役社長 及川弘
0000008438 256-7160 大企業府外

（支店長 田丸哲也）会社

富士フイルムビジネスイノベーシ （東京都）京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85番地1 代表取締役 真茅久則
0000013198 06-6221-7035 大企業府外

（所長 渡辺正隆）ョン株式会社

富士フイルムビジネスイノベーシ （東京都）京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85番地1 代表取締役 旗生泰一
0000008231 241-0281 大企業府外 （京都支社長 山口渉）ョンジャパン株式会社

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（大阪府）京都府京都市右京区西院久田町100 代表取締役 横田好明
株式会社扶洋0000005375 311-2411 大企業府外 （所長 成重政俊）

東京都中央区日本橋室町4-3-18 東京建物室町ビル8Ｆ 代表取締役 榊彰一
株式会社ブロードリンク0000018176 03-3516-8777 大企業府外

大阪府大阪市西区阿波座１丁目13-13 西本町中央ビル4階 代表取締役 天宅勲
株式会社プラグイン0000022658 06-6532-9430 中小企業府外

（石川県）滋賀県大津市瀬田６丁目3番19号 代表取締役社長 早川信之
株式会社ほくつう0000015233 077-543-1113 大企業府外

（支店長 和田直己）

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外

京都府福知山市字天田391番地の乙 代表取締役 堀智章
株式会社堀通信0000015309 0773-22-1220 中小企業市外

（東京都）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46番地の1 代表取締役 矢野正也
丸善雄松堂株式会社0000008771 863-5321 大企業府外 （支店長 廣谷紀暁）

福井県福井市豊島２丁目6番7号 代表取締役 土谷秀靖
株式会社マルツ電波0000021536 0776-22-0464 中小企業府外

（福井県）京都府京都市 中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 京都御池第一生命ビル2 代表取締役社長 三谷 聡
三谷商事株式会社0000018814 343-0322 大企業府外 階 （所長 岡崎俊明）

（千葉県）大阪府大阪市淀川区西中島1丁目11番16号 代表取締役社長 森重利文
三井Ｅ＆Ｓシステム技研株式会社0000008727 06-6886-0288 大企業府外 （営業本部西日本営業統括部第一営業部長 森）
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三菱電機システムサービス株式会 （東京都）大阪府大阪市北区大淀中一丁目4番13号 代表取締役 山本雅之
0000006558 06-6454-3911 大企業府外

（取締役支社長 岡田英治）社

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外

（支店長 森田正樹）

（東京都）大阪府東大阪市長田中３丁目6番1号 代表取締役 羽鳥雅孝
株式会社ムサシ0000000591 06-6745-1634 大企業府外 （取締役支店長 五島眞一）

大阪府東大阪市長田中３丁目6番1号 代表取締役 廻真一郎
ムサシ・アイ・テクノ株式会社0000000600 06-6744-6311 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区平野町3-2-13 平野町中央ビル1階 代表取締役 永野毅
株式会社明光商会0000013734 06-6202-1611 中小企業府外 （支店長 鈴木大雄）

福岡県福岡市中央区大名２丁目9-35 トウセン天神ビル8F 代表取締役 黒木英隆
株式会社メディエイター0000020199 092-738-0900 中小企業府外

大阪府大阪市西区靱本町２丁目4番8号 代表取締役 山脇雅則
株式会社ヤマイチテクノ0000014016 06-6448-0606 中小企業府外

（群馬県）京都府京都市南区吉祥院大河原町27 代表取締役 上野善紀
株式会社ヤマダデンキ0000010540 326-4103 大企業府外

（所長 中山孝樹）

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場２丁目4番12号 代表取締役社長 田村博之
ユアサ商事株式会社0000016400 06-6266-4602 大企業府外 （上席執行役員支配人関西支社長 佐古晴彦）

（東京都）大阪府大阪市中央区高津315-2 大阪ビル本館 代表取締役社長 田村公正
株式会社ＵＳＥＮ0000021974 06-6643-8690 中小企業府外 （エンジニアセンター長 上田志朗）

株式会社ＵＳＥＮＩＣＴＳｏｌｕ 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 代表取締役 青柳陽一
0000023603 03-6823-7070 中小企業府外ｔｉｏｎｓ

（東京都）京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町313 代表取締役 菅田貴人
株式会社ユニマットライフ0000019530 623-2711 大企業府外 （所長 水越喜雄）

大阪府大阪市鶴見区横堤１丁目12番13-207号 所長 横田慎一
横田慎一公認会計士事務所0000022589 090-9549-4241 中小企業府外

株式会社ヨコモリ電池屋コーポレ 東京都渋谷区笹塚3-33-4 代表取締役 横森英俊
0000019128 03-3378-0156 中小企業府外ーション

（大阪府）大阪府東大阪市長田中3丁目5-44 代表取締役社長 高橋俊泰
株式会社ライオン事務器0000023553 06-6747-1335 大企業府外 （大阪本店長 稲田隆史）

東京都千代田区岩本町三丁目１０番４号 代表取締役 大橋歳幸
リーテック株式会社0000022912 03-6673-2149 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町538 ヤサカ烏丸御池ビル6階 代表取締役社長 羽山明
理想科学工業株式会社0000001715 221-3811 大企業府外 （営業所長 近藤充）

岡山県岡山市南区豊成二丁目7番16号 代表取締役 松田敏之
株式会社両備システムズ0000015410 086-264-0113 中小企業府外

（東京都）京都府京都市伏見区竹田段川原町196番地 代表取締役社長 池邊孟
ローレルバンクマシン株式会社0000012786 283-0061 中小企業府外 （所長 豊田明）

ロングライフグローバルコンサル 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 梅田センタービル２５階 代表取締役 石橋段
0000023333 06-6373-9191 中小企業府外タント株式会社
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株式会社ＷＯＷＯＷコミュニケー 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番5号 代表取締役社長 山崎一郎
0000022594 045-683-3660 大企業府外ションズ
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熊本県熊本市中央区九品寺 一丁目5番11号 代表取締役 金子篤
株式会社RKKCS0000017331 096-312-5140 中小企業府外

香川県高松市錦町１丁目4番37号 代表取締役 吉岡邦男
株式会社アール・シー・エス0000015821 087-823-3011 中小企業府外

大阪府池田市畑一丁目5番27号 代表取締役 芳賀慎一
株式会社ｉｉ１０４0000022293 072-751-9104 中小企業府外

大阪府大阪市浪速区日本橋三丁目8番15号 代表取締役 小路山憲一
アイコム情報機器株式会社0000022650 06-6635-5701 中小企業府外

東京都千代田区一番町21番地 代表取締役 佐藤恒徳
株式会社アイティフォー0000018095 03-5275-7841 大企業府外

大阪府大阪市福島区海老江１丁目1番31号 代表取締役 水本好信
アイテック阪急阪神株式会社0000015836 06-6456-5200 中小企業府外

（神奈川県）大阪府大阪市中央区本町２丁目5番7号 代表取締役社長 吉村晃一
株式会社アイネス0000009878 06-6563-7850 大企業府外

（支社長 星川博敬）

福井県福井市今市町66-20-2 ベルテクス福井本部ビル4階 代表取締役 酒井長巳
アイビーソリューション株式会社0000023587 0776-38-6373 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜1-4-16 アクア堂島西館６F 代表取締役 渡邉浩司
株式会社アクシオ0000022043 06-6341-0940 大企業府外 （関西支店長 杉村淳一）

東京都港区赤坂1-8-1 代表取締役社長 江川昌史
アクセンチュア株式会社0000016697 03-3588-3000 大企業府外

（滋賀県）京都府京都市下京区西木屋町通七条上る新日吉町124番地3 代表取締役 澤田和重
アケボノ特機株式会社0000015330 353-5637 中小企業府外 （京都営業所所長 武田健）

株式会社アコースティガイド・ジ 東京都港区北青山２丁目7番25号 代表取締役 菅原あゆみ
0000020551 03-5771-4081 中小企業府外ャパン

（東京都）大阪府吹田市垂水町3丁目35番31号 代表取締役社長 加藤浩士
朝日航洋株式会社0000008170 06-6338-3321 大企業府外

（支社長 福本博史）

大阪府大阪市中央区谷町7丁目5番1号 代表取締役 伊丹修司
アサミ情報システム株式会社0000000595 06-6762-0051 中小企業府外

福岡県福岡市早良区百道浜２丁目4番27号 代表取締役 瀧中秀敏
株式会社麻生情報システム0000015801 092-833-5120 中小企業府外

大阪府大阪市中央区北浜3丁目1番6号 代表取締役 八瀬誠
アトラス情報サービス株式会社0000008506 06-6231-0771 中小企業府外

（福岡県）京都府京都市右京区西院西溝崎町7番地 代表取締役 岡義治
アプライド株式会社0000022368 325-1025 大企業府外 （部長 大林義和）

（滋賀県）京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町11 代表取締役 増本敏幸
株式会社アヤハディオ0000023600 326-6700 大企業府外 （店長 鍵本純一）

（東京都）大阪府大阪市中央区本町2-5-7 代表取締役 長尾利彦
アライドテレシス株式会社0000018298 06-7639-2077 大企業府外 （関西中四国支社長 伊東大輔）

アライドテレシスキャピタルジャ 東京都品川区西五反田 ７丁目21番11号 代表取締役 大嶋隆男
0000018952 03-5437-6058 中小企業府外パン株式会社
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京都府宮津市字滝馬705番地 代表取締役 池田憲治
池田電気株式会社0000018118 0772-22-1312 中小企業市外

株式会社石川コンピュータ・セン （石川県）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 代表取締役社長 山浦伯之
0000020487 06-4801-7006 中小企業府外

（支店長 大石裕之）ター

伊藤忠テクノソリューションズ株 （東京都）大阪府大阪市 北区梅田 三丁目1番3号 代表取締役社長 菊地哲
0000001693 06-6439-8200 大企業府外 （部長 松隈孝史）式会社

京都府福知山市篠尾新町３丁目３番地 代表取締役 井上大輔
井上株式会社0000015160 0773-23-3205 中小企業市外

大阪府大阪市中央区平野町1丁目4番8号 代表取締役 八木康一
株式会社医療情報システム0000009895 06-6223-9900 中小企業府外

東京都台東区駒形二丁目5番6号 代表取締役 日下剛
イン・エックス株式会社0000019919 03-5830-6820 中小企業府外

（富山県）大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目6番29号 フォーキャスト堺筋本町ビル 代表取締役 北岡隆之
株式会社インテック0000016763 050-1702-0476 大企業府外

（部長 大和浩之）

株式会社インテックソリューショ （東京都）大阪府大阪市北区豊崎5-4-9 代表取締役社長 石井貞行
0000020977 06-6376-3291 中小企業府外

（西日本本部長 浅野満）ンパワー

（神奈川県）大阪府大阪市浪速区難波中２丁目10番70号 代表取締役 齊籐大地
株式会社インフォマティクス0000012673 06-6633-0803 中小企業府外 （大阪営業所長 室谷徹）

（愛媛県）広島県広島市中区幟町13-11 明治安田生命広島幟町ビル12F 代表取締役 村上道照
株式会社ウィン0000023118 082-502-2800 中小企業府外 （支店長 川上真由美）

東京都港区新橋一丁目16番4号 りそな新橋ビル６Ｆ 代表取締役 濱之上一人
株式会社ウェルキッズ0000022355 03-5537-7450 中小企業府外

東京都江東区木場五丁目8番40号 代表取締役 長岡秀樹
ウチダエスコ株式会社0000010095 03-5639-2221 大企業府外

株式会社ウチダビジネスソリュー （滋賀県）京都府京都市中京区車屋御池下る梅屋町361-1他 アーバネックス御池ビル東 代表取締役 高田保
0000018085 213-2113 中小企業府外 館E-202 （京都支店長 田辺泰幸）ションズ

（東京都）大阪府大阪市中央区和泉町２丁目2番2号 代表取締役 大久保昇
株式会社内田洋行0000006030 06-6920-2742 大企業府外

（大阪支店長 岡野清吾）

株式会社内田洋行ＩＴソリューシ （東京都）京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町830番地 京都エクセルヒュ 代表取締役 新家俊英
0000001532 075-341-4141 大企業府外 ーマンビル （支店長 谷口重太郎）ョンズ

大阪府松原市田井城１丁目６‐２２ 、５Ｆ‐Ａ 代表社員 項師
ヴィレップス合同会社0000022342 072-294-6450 中小企業府外

千葉県千葉市中央区中央港１丁目22番7号 代表取締役社長 谷勝博
ＡＳロカス株式会社0000007773 043-203-5301 中小企業府外

千葉県柏市柏６丁目9番地18号 代表取締役社長 後藤秀樹
株式会社エーディエス0000022588 04-7160-2355 中小企業府外

北海道札幌市中央区北四条西７丁目1番地8 代表取締役執行役員社長 伊藤尚樹
株式会社ＨＢＡ0000020468 011-231-8301 大企業府外

（東京都）兵庫県尼崎市御園町24番地 代表取締役 橘義規
株式会社エイテック0000007446 06-4869-3321 大企業府外 （支社長 久川真史）
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東京都新宿区新宿六丁目27番30号 代表取締役 阿多親市
ＳＢテクノロジー株式会社0000019514 03-6892-3050 大企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町東入真町68 代表取締役 久保允誉
株式会社エディオン0000015814 213-6031 大企業府外

（店長 金子誠治）

ＮＥＣソリューションイノベータ （埼玉県）東京都江東区新木場一丁目18番7号 代表取締役 石井力
0000018162 03-5534-2625 大企業府外 （本部長 鈴木真人）株式会社

ＮＥＣネクサソリューションズ株 （東京都）大阪府大阪市中央区城見一丁目4番24号 代表取締役 木下孝彦
0000000656 06-6945-3617 大企業府外 （関西支社長 伊藤幸夫）式会社

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 代表取締役 牛島祐之
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社0000001649 256-8950 大企業府外 （支店長 壷内栄慈）

（東京都）京都府京都市中京区壬生坊城町24-1 （古川勘ビル） 代表取締役 鈴木浩
ＮＥＣフィールディング株式会社0000003855 812-5800 大企業府外 （京都支店長 川本清）

株式会社エヌエスイーエデュケー 大阪府大阪市北区西天満四丁目7番13号 新老松ビル1階12号室 代表取締役 砂田裕章
0000022673 06-6313-2700 中小企業府外ション

大阪府大阪市北区中之島三丁目3番23号 代表取締役社長 辻隆博
ＮＣＳ＆Ａ株式会社0000008625 06-6443-1991 大企業府外

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 代表取締役社長 澤田閥
NTT-ATエムタック株式会社0000014585 03-3350-5171 中小企業府外

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 代表取締役社長 丸岡亨
0000007067 050-3811-9426 大企業府外ションズ株式会社

エヌ・ティ・ティ・システム開発 （東京都）京都府京都市下京区東塩小路町７３４ 代表取締役社長 田村浩一
0000016737 353-8281 大企業府外 （京都支店長 小野塚保）株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・デー 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 代表取締役社長 本間洋
0000000510 03-5546-8202 大企業府外タ

エヌ・ティ・ティ・データ・カス （東京都）大阪府大阪市北区堂島三丁目1番21号 代表取締役社長 沖村幸彦
0000007068 06-6456-0205 大企業府外

（取締役執行役員西日本支社長 日高昭夫）タマサービス株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・デー 大阪府大阪市北区堂島三丁目1番21号 代表取締役社長 古田正雄
0000010280 050-5545-3101 大企業府外タ関西

株式会社エヌ・ティ・ティ・デー 石川県金沢市彦三町一丁目1番1号 代表取締役社長 高橋将樹
0000022535 076-224-4646 中小企業府外タ北陸

ＮＴＴビジネスソリューションズ （大阪府）京都府京都市中京区烏丸三条上ル場之町604 代表取締役社長 上原一郎
0000006331 075-253-0272 中小企業府外 （取締役 京都ビジネス営業部長 川田道靖）株式会社

（大阪府）大阪府大阪市都島区東野田町四丁目15番82号 代表取締役社長 桂一詞
株式会社ＮＴＴフィールドテクノ0000021518 06-6450-5000 中小企業府外 （取締役関西支店長 篠浦伸得）

大分県大分市東春日町17番57号 代表取締役社長 加藤健
株式会社オーイーシー0000014618 097-537-1212 中小企業府外

大阪府大阪市西区千代崎三丁目南2番37号 代表取締役社長 中沢正和
株式会社オージス総研0000007491 06-6584-0011 大企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町566-1 代表取締役社長 大塚裕司
株式会社大塚商会0000001098 252-6851 大企業府外 （支店長 宇野直基）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0010 電気機械・器具
0003 電子計算機・付属機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

東京都千代田区神田錦町3-19-21 代表取締役 百村功
株式会社オフィスジャパン0000022622 03-5281-0277 中小企業府外

（東京都）東京都港区新橋６丁目17番19号 代表取締役社長 坂井忠之
オフィス・メディア株式会社0000009163 03-3438-5581 中小企業府外

（チームマネージャー 小泉啓）

大阪府大阪市中央区城見2丁目1番5号 代表取締役社長 名部正彦
株式会社オプテージ0000006949 06-7501-8474 大企業府外

東京都品川区大崎三丁目5番2号 代表取締役 森田宏樹
株式会社オプティマ0000018939 03-3493-8800 中小企業府外

オムロン ソーシアルソリューシ （東京都）大阪府大阪市福島区福島3丁目14番24号 代表取締役社長 細井俊夫
0000005256 06-6347-5852 大企業府外 （事業所長 中村太）ョンズ株式会社

大阪府大阪市北区堂島浜１丁目2番地1号 新ダイビル26階 代表取締役 清水卓
カコムス株式会社0000022531 06-6342-7811 中小企業府外

京都府南丹市美山町静原垣内10番地1 梶原眞
梶原商店0000011885 0771-75-0002 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市中央区松屋町7番7号 代表取締役 本橋伸幸
株式会社カナデン0000023167 06-6763-6800 大企業府外

（常務取締役支社長 守屋太）

（東京都）大阪府大阪市中央区淡路町３丁目1番9号 代表取締役社長執行役員 渡辺亮
兼松エレクトロニクス株式会社0000016759 06-6201-5547 大企業府外 （支社長 宮崎健司）

大阪府高槻市芝生町２丁目52番10号 代表取締役 阿部陽
株式会社カンプリ0000015709 072-679-4300 中小企業府外

愛媛県松山市三番町四丁目9番地5 代表取締役社長 別府幹雄
株式会社ガバメイツ0000022017 089-968-2075 大企業府外

（滋賀県）京都府京都市下京区烏丸通松原上ル東側 代表取締役 井門一美
キステム株式会社0000001533 075-341-4248 中小企業府外 （支社長 藤沢敏孝）

北日本コンピューターサービス株 秋田県秋田市南通築地15番32号 代表取締役 江畑佳明
0000014680 018-834-1811 中小企業府外式会社

（東京都）京都府京都市中京区御池通り間之町東入高宮町206番地 御池ビル 代表取締役社長 高井昌史
株式会社紀伊國屋書店0000000876 221-3310 中小企業府外

（京都営業部長 千原旭）

（滋賀県）京都府京都市南区東九条松田町138番地2 代表取締役 福永悟
キノンビクス株式会社0000014640 634-8201 中小企業府外 （支店長 中井洋介）

キヤノンＩＴソリューションズ株 （東京都）大阪府大阪市西区土佐堀２丁目2番4号 土佐堀ダイビル 代表取締役社長 金澤明
0000018154 06-7635-3000 大企業府外 （大阪事業所長 前田貴純）式会社

キヤノンマーケティングジャパン （東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目 2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役 足立正親
0000023638 06-7739-2047 大企業府外 ト （支店長 北岡康人）株式会社

キヤノンメディカルファイナンス 東京都中央区日本橋人形町二丁目14番10号 代表取締役 田仲純
0000008532 03-6371-4591 中小企業府外株式会社

東京都八王子市横山町10-2 八王子ＳＩＡビル 代表取締役 神戸涼次
株式会社教育ソフトウェア0000022835 042-649-9600 中小企業府外

京都府相楽郡精華町祝園正尺2番10 代表取締役 南邦彦
共立電業株式会社0000016062 0774-94-5502 中小企業市外
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（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通綾小路下ル二帖半敷町646番地 代表取締役 十河元太郎
協和テクノロジィズ株式会社0000003854 354-3400 中小企業府外

（所長 松本克嗣）

（東京都）大阪府大阪市中央区谷町三丁目1番9号 代表取締役社長 成吉弘次
株式会社ぎょうせい0000007298 06-4790-9351 大企業府外

（支社長 清水恭二）

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 代表取締役 出口智眞
行政システム株式会社0000014003 06-6396-4805 中小企業府外 （大阪支店長 大垣貴史）

（大阪府）大阪府大阪市浪速区敷津東１丁目2番47号 代表取締役社長 亀井洋司
クボタエイトサービス株式会社0000010333 06-6648-2903 中小企業府外 （本部長 岡誠）

（大阪府）大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 代表取締役社長 新海佳彦
クボタシステムズ株式会社0000015240 06-6648-2970 大企業府外 （事業部長 森山雅弘）

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１丁目14番12号 代表取締役 杉本健司
グリーンブルー株式会社0000014686 045-322-1011 中小企業府外

（兵庫県）京都府京都市伏見区竹田向代町595 代表取締役社長 三和元純
グローリー株式会社0000001530 075-693-3141 大企業府外

（所長 三原健）

東京都港区虎ノ門４丁目2番12号 代表取締役 高柳公康
株式会社ケー・デー・シー0000017249 03-5733-5111 中小企業府外

岡山県岡山市北区平田117番地の120 代表取締役 荻野良
株式会社ケイエルシステム0000023542 086-244-3567 中小企業府外

兵庫県神戸市中央区新港町8番2号 代表取締役 粟田隆央
慧通信技術工業株式会社0000019871 078-335-0882 中小企業府外

（愛知県）京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579 五条堀川ビル501号室 代表取締役 青山英生
ケイティケイ株式会社0000015038 354-7110 大企業府外 （所長 船越威宏）

ＫＤＤＩまとめてオフィス関西株 （大阪府）京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634 カラスマプラザ21 代表取締役社長 山口明彦
0000019537 252-0077 大企業府外 （ソリューション京都支店長 辻井潤一）式会社

（東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目2番72号 代表取締役社長 高橋誠
ＫＤＤＩ株式会社0000011903 06-7177-0076 大企業府外

（支社長 物江信明）

大阪府大阪市西淀川区姫島１丁目14-18 代表取締役 川島富美子
株式会社コーネットワーク0000015316 06-6478-1052 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番20号 代表取締役 森内康之
株式会社コーユービジネス0000000842 06-6263-2412 中小企業府外 （所長 西村宜晃）

兵庫県神戸市中央区東川崎町5丁目10番9号 代表取締役 走出高充
株式会社神戸清光0000015660 078-681-5789 中小企業府外

大阪府吹田市江の木町20番15号 代表取締役社長 篠原政治
向洋電機株式会社0000015243 06-6358-5311 中小企業府外

東京都世田谷区池尻二丁目7番3号 代表取締役社長 羽田寛
国土情報開発株式会社0000013894 03-5481-3000 中小企業府外

（栃木県）京都府京都市左京区高野東開町15番地 代表取締役 中澤裕二
株式会社コジマ0000010353 075-707-9601 大企業府外 （店長 加藤竜治）

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外
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（東京都）大阪府大阪市西区西本町2丁目3-10 代表取締役 大須賀健
コニカミノルタジャパン株式会社0000018268 06-6110-0633 大企業府外

（官公庁営業部長 畑山雄一）

兵庫県神戸市灘区岩屋北町四丁目5番22号 代表取締役 浅田秀樹
株式会社コベルコＥ＆Ｍ0000021280 078-803-2901 中小企業府外

山梨県甲斐市西八幡4281番地4 代表取締役 秋山学
株式会社コンピュータムーブ0000022033 055-279-2731 中小企業府外

京都府城陽市久世里ノ西153番地の35 代表取締役 梅本幸市
株式会社サイバーネオシステムズ0000021072 050-1008-3998 中小企業市外

（和歌山県）和歌山県海南市南赤坂7番地1 代表取締役 村上恒夫
株式会社サイバーリンクス0000021957 073-484-3610 大企業府外 （支店長 比嘉克久）

三重県三重郡朝日町向陽台三丁目7番地1 代表取締役 杉本香織
株式会社菜友0000021595 0594-21-3501 中小企業府外

佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木1427番地7 代表取締役 宮地大治
株式会社佐賀電算センター0000018938 0952-34-1500 中小企業府外

兵庫県神戸市中央区播磨町21番1 代表取締役 神原忠明
株式会社さくらケーシーエス0000015934 078-391-6571 大企業府外

（大阪府）京都府京都市北区紫竹上本町12 代表取締役 更家史朗
サラヤ株式会社0000000346 494-0800 中小企業府外 （支店長 西澤正志）

（愛知県）大阪府吹田市豊津町13-18 代表取締役 加悦保之
株式会社シーエスイー0000017229 06-6339-5090 中小企業府外 （関西支社長 清村一弘）

シーデーシー情報システム株式会 千葉県千葉市中央区本千葉町4番3号 代表取締役 音田昌利
0000023555 043-224-7181 中小企業府外社

福岡県福岡市 博多区博多駅南 ３丁目13番17号1-306 代表取締役 真島信一郎
株式会社シグザム0000017242 092-292-7700 中小企業府外

（東京都）東京都港区海岸一丁目２番２０号 汐留ビルディング１４Ｆ 代表取締役社長 三浦賢治
株式会社システナ0000023122 03-4235-2455 大企業府外

（部長 土屋俊介）

東京都港区芝浦１丁目1-1 浜松町ビルディング28階 代表取締役 岩瀬弘明
株式会社システムシンク0000021594 03-6453-9701 中小企業府外

大阪府大阪市 淀川区西宮原 ２丁目7番61号 トラモンド新大阪ビル 代表取締役 喜来広司
システムスクエア株式会社0000017367 06-6115-8762 中小企業府外

（兵庫県）京都府福知山市南本町210-18 ＫＲＢＬＤＧ 2F 代表取締役 山田良作
株式会社システムリサーチ0000018718 0773-24-3301 中小企業府外 （支店長 足立和明）

静岡県静岡市 葵区紺屋町12番地6 シャンソンビル紺屋町 代表取締役 鈴木裕
株式会社静岡情報処理センター0000018674 054-271-7501 中小企業府外

沖縄県宜野湾市大山七丁目10番14号 3階 代表取締役 下地勝也
株式会社シナジー0000022592 098-988-0184 中小企業府外

東京都港区麻布台２丁目４番５号 メソニック３９ＭＴビル 代表取締役 丹下大
株式会社ＳＨＩＦＴ0000023374 03-6809-1128 中小企業府外

シャープマーケティングジャパン （大阪府）大阪府八尾市北亀井町三丁目1番72号 代表取締役 中山藤一
0000013915 050-5444-7853 大企業府外 （取締役 美甘將雄）株式会社
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（兵庫県）滋賀県栗東市出庭2004-1 代表取締役 安藤和正
株式会社城山0000013059 077-599-1727 中小企業府外

（所長 今井貴介）

（広島県）京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町396-1 第３キョートビル３階 代表取締役社長 新川文登
新川電機株式会社0000008526 353-0707 大企業府外

（支社長 新川剛史）

（福岡県）福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目19番24号 大博センタービル 代表取締役 松田敏之
株式会社シンク0000015290 092-475-6311 中小企業府外 （取締役社長 丸山秀明）

シンフォニアテクノロジー株式会 （東京都）大阪府大阪市北区曽根崎２丁目12番7号 代表取締役 平野新一
0000005914 06-6365-1925 大企業府外 （大阪支社長 中島慎二）社

大阪府大阪市東成区東小橋１丁目12-10 代表取締役社長 久門進一郎
シンワシステム株式会社0000000685 06-6978-0200 中小企業府外

東京都中央区銀座四丁目9番5号 代表取締役 斎藤義憲
株式会社ジェイ・アンド・ワイ0000023138 03-5524-6005 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市西区西本町２丁目3番10号 代表取締役社長 松田真人
株式会社ジェイエスキューブ0000014579 06-4390-0691 中小企業府外

（本部長 石原義孝）

（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外

（所長 猿橋生久）

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー 代表取締役 東上征司
ＪＢＣＣ株式会社0000008768 06-6350-5001 大企業府外 （常務執行役員西日本事業部長 鈴木ゆう子）

東京都千代田区麹町五丁目4番地 代表取締役 西澤常彦
株式会社ジオプラン・ナムテック0000021080 03-6868-8685 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島2丁目12番11号 代表取締役 家入正隆
JIPテクノサイエンス株式会社0000013500 06-6307-5462 中小企業府外 （常務取締役センタ長 狩野正人）

東京都渋谷区代々木一丁目22番1号 代表執行役社長 齋藤英明
ジャパンシステム株式会社0000014628 03-5309-0310 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市浪速区日本橋五丁目1番11号 代表取締役 金谷隆平
上新電機株式会社0000015628 06-6634-0911 大企業府外

（部長 村上斉）

富山県砺波市千代176番地の1 代表取締役 今川健治
株式会社上智0000012670 0763-33-2085 大企業府外

東京都新宿区内藤町87番地 代表取締役 保坂幸尚
水道マッピングシステム株式会社0000013032 03-3357-3020 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 ニッセイ新大阪ビル 代表取締役 大浦淳司
Ｓｋｙ株式会社0000010151 06-4807-6371 大企業府外

セコムトラストシステムズ株式会 東京都渋谷区神宮前 一丁目5番1号 代表取締役 林慶司
0000019625 03-5775-8255 大企業府外社

大阪府大阪市 城東区中央 ２丁目15番20号 代表取締役 高嶋照仁
ゼネラル株式会社0000022687 06-6933-1290 大企業府外

（東京都）京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579番地 五条堀川ビル２階 代表取締役 栢木伊久二
綜合警備保障株式会社0000001569 343-5171 大企業府外 （支社長 山下和弘）

大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番19号 代表取締役 高木健
タカギエレクトロニクス株式会社0000005847 06-6209-3331 中小企業府外
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（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外

（執行役員店長 田原和也）

（東京都）大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 SD堺筋本町ビル7階 代表取締役 田中良一
田中電気株式会社0000019944 06-4705-9730 大企業府外

（支店長 小村光次）

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

（東京都）兵庫県尼崎市猪名寺３丁目2番10号 代表取締役 覚道清文
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社0000000987 06-6426-6700 大企業府外 （支社長 植林冬樹）

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

（大分県）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 代表取締役 平井慎一
株式会社地域科学研究所0000022630 754-6320 中小企業府外 （京都事務所長 寺田充伸）

（大阪府）東京都港区芝2丁目5番10号 芝公園ＮＤビル 代表取締役社長 林成則
中央コンピューター株式会社0000013999 03-5440-1680 中小企業府外

（ソリューションビジネス本部長 長尾久）

（東京都）京都府京都市中京区壬生坊城町24-1 代表取締役社長 磯部浩
都築テクノサービス株式会社0000001117 812-4012 大企業府外

（支店長 東井雄二朗）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島２丁目2番2号 代表取締役社長 江森勲
都築電気株式会社0000001152 06-6204-7000 大企業府外 （ソリューションビジネス本部部長 田谷俊）

（奈良県）京都府京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436 永和御池ビル606号 代表取締役 鶴島敏章
鶴島商事株式会社0000023165 090-9885-8182 中小企業府外 （代表取締役兼所長 鶴島敏章）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜一丁目2番1号 代表取締役 岡本安史
ＴＩＳ株式会社0000007487 06-4796-3093 大企業府外 （代表取締役副社長執行役員 柳井城作）

東京都新宿区四谷一丁目7番地12 代表取締役社長 田村清
株式会社ティケーユー0000020550 03-5363-0411 中小企業府外

栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 代表取締役社長 飯塚真規
株式会社TKC0000015355 028-648-2111 大企業府外

（大阪府）大阪府大阪市西区阿波座１丁目6番1号 ＭＩＤ西本町ビル6F 代表取締役 田中秀範
株式会社テクノアイ0000015946 06-6534-8111 中小企業府外 （取締役本部長 木村敏行）

大阪府大阪市北区松ケ枝町5-15 代表取締役社長 坂田晃造
株式会社テラオカ関西0000022648 06-6358-7021 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

（愛知県）大阪府大阪市淀川区新北野３丁目８番２号 代表取締役社長 藤田祐三
株式会社トーエネック0000005179 06-6305-2181 大企業府外 （執行役員本部長 加藤憲二郎）

（愛知県）大阪府大阪市北区堂島2-1-31 京阪堂島ビル9F 代表取締役 坂井幸治
トーテックアメニティ株式会社0000017226 06-6147-2100 中小企業府外 （所長 大橋卓也）

（大阪府）京都府京都市下京区五条通室町西入る東錺屋町173 高橋第６ビル３Ｆ 代表取締役 石井剛太
株式会社Ｔｏｏ大阪0000001535 341-4441 中小企業府外 （マネージャー 太田幸弘）
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東京ガスエンジニアリングソリュ 東京都港区海岸一丁目2番3号 代表取締役 小西康弘
0000019988 03-6452-8470 大企業府外ーションズ株式会社

東京コンピュータサービス株式会 （東京都）京都府京都市下京区東塩小路町734 中信駅前ビル 代表取締役社長 高山芳之
0000015939 353-8411 中小企業府外

（京都支店長 瀬崎知博）社

（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 四条ＳＥＴビル8階 取締役社長 青木宏明
東光電気工事株式会社0000001699 213-4950 大企業府外 （所長 中根洋心）

東芝通信インフラシステムズ株式 （東京都）大阪府大阪市中央区本町四丁目２番１２号 代表取締役社長 近藤浩太郎
0000005849 06-6252-3512 大企業府外 （支店長 若村直紀）会社

東芝デジタルエンジニアリング株 （神奈川県）大阪府大阪市北区大淀中１丁目1-30 代表取締役 島田顕司
0000009295 06-4799-7200 大企業府外 （所長 泰松宏行）式会社

東芝デジタルソリューションズ株 （神奈川県）大阪府大阪市北区大淀中1-1-30 代表取締役 岡田俊輔
0000010428 06-6455-2315 大企業府外 （支社長 富岡賢一）式会社

（三重県）愛知県名古屋市西区名駅二丁目27番8号 名古屋プライムセントラルタワー8階 代表取締役 山本文彦
株式会社東名0000022640 052-587-2080 大企業府外

（ネットワークソリューション事業部統括部長）

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

岡山県岡山市南区西市116番地13 代表取締役 橋本明三
株式会社トスコ0000012790 086-243-8868 中小企業府外

東京都千代田区平河町一丁目2番10号 理事長 柴崎亮介
一般財団法人道路管理センター0000009816 03-3221-0411 中小企業府外

大阪府大阪市中央区博労町２丁目4番11号 中博ビル内 代表取締役 福田章光
株式会社ナニワ計算センター0000018257 06-6264-6222 中小企業府外

大阪府大阪市 北区曽根崎新地 １丁目4-20 代表取締役 山川太志
株式会社ニーズ0000019566 06-6346-6393 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区烏丸三条上ル場之町604 代表取締役社長 森林正彰
西日本電信電話株式会社0000005746 255-9070 大企業府外

（支店長 重田敦史）

（福岡県）大阪府大阪市淀川区宮原４丁目3番12号 代表取締役社長 山科秀之
ニシム電子工業株式会社0000020270 06-6392-5288 大企業府外

（支店長 古賀孝平）

（兵庫県）京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町5番地 代表取締役社長 藤縄修平
株式会社日興商会0000008853 643-4550 大企業府外 （支店長 平塚郁）

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338 京阪四条河原町ビル3 代表取締役 鈴木範夫
日興通信株式会社0000001730 371-4434 大企業府外 Ｆ （支社長 金丸昭彦）

（東京都）大阪府大阪市北区梅田三丁目3番10号 代表取締役社長 寺西清一
日商エレクトロニクス株式会社0000008466 06-7506-9400 大企業府外 （関西支社長 下井田智康）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島３丁目2番4号 代表取締役取締役社長 小林毅
株式会社ニッセイコム0000010021 06-7507-2255 中小企業府外 （常務執行役員事業部長 矢野修司）

福岡県北九州市小倉北区鍛冶町二丁目4番1号 代表取締役 原田栄一
日本コンピューター株式会社0000013729 093-521-8123 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区油小路通木津屋橋下ル北不動堂町480番地 代表取締役社長 田中啓一
日本事務器株式会社0000008424 050-3000-1710 大企業府外 （営業所長 土永恵司）
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（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング 代表取締役執行役員社長 森田隆之
日本電気株式会社0000001582 253-6009 大企業府外

（京都支社長 林誠一）

大阪府大阪市港区磯路二丁目21番1号 代表取締役社長 戸谷典嗣
日本電通株式会社0000005193 06-6577-4121 大企業府外

東京都中央区日本橋箱崎町19番21号 代表取締役 山口明夫
日本アイ・ビー・エム株式会社0000008766 03-6667-1111 大企業府外

日本エレクトロニツクシステムズ 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目5番15号 代表取締役社長 藤田佳宏
0000006572 06-6886-1133 中小企業府外株式会社

（石川県）京都府福知山市末広町 １丁目31番地 代表取締役 黒木康生
株式会社日本海コンサルタント0000017247 0773-25-0086 中小企業府外 （所長 花谷茂生）

北海道札幌市豊平区平岸2条5丁目2-14 第5平岸グランドビル601 代表取締役 市村浩貴
株式会社日本経営情報システム0000019931 011-842-6913 中小企業府外

一般財団法人日本消防設備安全セ 東京都港区西新橋三丁目7番1号 理事長 北崎秀一
0000008060 03-5422-1491 中小企業府外ンター

滋賀県米原市米原西23番地 代表取締役社長 蒲生仙治
日本ソフト開発株式会社0000015971 0749-52-3811 中小企業府外

東京都千代田区内神田二丁目3番4号 有楽町電気ビル北館 代表取締役社長 高部文宏
日本通信ネットワーク株式会社0000019949 03-6206-9330 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島二丁目12番11号 代表取締役社長 松永恒
日本電子計算株式会社0000007248 06-6307-5437 大企業府外 （大阪支店長 一井生也）

大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１８番１１号 代表取締役 石金正巳
株式会社日本ビジネス開発0000022509 06-6441-2207 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西中島３丁目11-24 山よし第11ビル8Ｆ 代表取締役 岡田信二
株式会社ニューコンセプト0000022982 06-6303-1178 中小企業府外

大阪府大阪市 淀川区宮原 １丁目1番1号 新大阪阪急ビル 代表取締役 多田昌弘
株式会社ＮＥＸＴ0000019951 06-4807-6322 中小企業府外

大阪府大阪市中央区南船場１丁目11番9号 代表取締役 野木寿也
株式会社野木0000019962 06-6262-3142 中小企業府外

東京都千代田区大手町一丁目9番2号 代表取締役社長 此本臣吾
株式会社野村総合研究所0000007533 03-5533-2111 大企業府外

愛知県名古屋市千種区青柳町5丁目6番地 代表取締役 平林貴
ＨＡＲＶＥＹ株式会社0000021106 052-744-1760 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市西淀川区歌島44-13 代表取締役社長 上田満弘
株式会社パシフィックネット0000018793 06-6471-1441 大企業府外 （支店長 杉研也）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 代表取締役 島村秀樹
株式会社パスコ0000007301 257-8930 大企業府外 （支店長 近藤征博）

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5番41号 代表取締役執行役員社長 樋口泰行
パナソニックコネクト株式会社0000007021 06-6150-9370 大企業府外 （西日本社社長 山口和洋）

株式会社日立インダストリアルプ （東京都）大阪府大阪市 北区中之島 ２丁目3番18号 代表取締役 小林圭三
0000021828 06-6202-1703 大企業府外 （支店長 有瀧智之）ロダクツ
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（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜１丁目2番1号 代表取締役取締役社長 柴原節男
株式会社日立システムズ0000008248 06-6147-2894 大企業府外

（支社長 大村勉）

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 執行役社長 小島啓二
株式会社日立製作所0000005231 223-5611 大企業府外

（支店長 岸田聡）

株式会社日立ソリューションズ西 （広島県）福岡県福岡市早良区百道浜二丁目1番1号 代表取締役 久保田健二
0000021090 092-844-0010 大企業府外 （営業本部長 岡田孝司）日本

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3-1 代表取締役社長 平岡昭良
ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社0000005180 06-7178-0137 大企業府外 （業務執行役員支社長 竹内裕司）

（東京都）大阪府大阪市中央区高麗橋３丁目2番7号 ORIX高麗橋ビル4階 代表取締役 鈴木正之
株式会社ピーエスシー0000022364 06-4707-7148 中小企業府外 （事業本部長 石田卓士）

東京都千代田区神田鍛冶町三丁目4番地 代表取締役社長 宮本康広
株式会社ファイブドライブ0000018724 03-5577-5030 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外

（所長 水谷博喜）

（福井県）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6F 代表取締役 杉田直
福井コンピュータ株式会社0000015993 0570-039-291 中小企業府外 （所長 平林恒治）

（神奈川県）神奈川県横浜市中区桜木町1-1 代表取締役 坂下智保
富士ソフト株式会社0000015607 050-3000-2739 大企業府外 （取締役執行役員営業本部本部長 森本真里）

（東京都）大阪府箕面市船場東三丁目4番17号 代表取締役 深澤貴
フジ地中情報株式会社0000007403 072-710-6851 中小企業府外 （支店長 河野鉄磨）

（東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目2番6号 代表取締役社長 小林俊範
株式会社富士通エフサス0000001102 06-6755-4200 大企業府外 （本部長 小柳誠二）

（東京都）京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1 京都フコク生命四条柳馬場 代表取締役社長 砂田敬之
富士通Ｊａｐａｎ株式会社0000001101 252-9780 大企業府外 ビル （支社長 永留博愛）

富士通ソーシャルライフシステム （神奈川県）神奈川県川崎市中原区下小田中 ２丁目12番5号 富士通中原ビル 代表取締役社長 田中政法
0000000355 044-754-4142 中小企業府外

（営業部長 岩里佳宣）ズ株式会社

株式会社富士通マーケティング・ （東京都）京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1 代表取締役 福田耕一
0000010286 252-9787 中小企業府外 （部長 吉田昌史）オフィスサービス

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3番1号 代表取締役 近藤史郎
富士電機株式会社0000005858 06-7166-7300 大企業府外 （支社長 前田一樹）

富士電機ＩＴソリューション株式 （東京都）京都府京都市中京区室町御池下ル円福寺町342-1 代表取締役社長 及川弘
0000008438 256-7160 大企業府外 （支店長 田丸哲也）会社

（滋賀県）滋賀県大津市京町３丁目4-12 代表取締役 藤野滋
藤野商事株式会社0000021564 077-535-9123 中小企業府外 （支店長 吉野隆文）

富士フイルムシステムサービス株 （東京都）大阪府大阪市西区土佐堀2丁目2番17号 代表取締役 井上あまね
0000008770 06-6225-0390 中小企業府外 （支店長 足立孝之）式会社

富士フイルムビジネスイノベーシ （東京都）京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85番地1 代表取締役 真茅久則
0000013198 06-6221-7035 大企業府外 （所長 渡辺正隆）ョン株式会社
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富士フイルムビジネスイノベーシ （東京都）京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85番地1 代表取締役 旗生泰一
0000008231 241-0281 大企業府外

（京都支社長 山口渉）ョンジャパン株式会社

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535 日土地京都ビル 代表取締役 有冨英治
扶桑電通株式会社0000008375 255-0921 大企業府外

（所長 寺西達）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（愛知県）兵庫県神戸市中央区京町74 京町74番ﾋﾞﾙ9Ｆ 代表取締役社長 渡邉英治
株式会社フューチャーイン0000009071 078-325-8415 大企業府外 （支店長 馬渕祐一）

東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号 渋谷クロスタワー17階 代表取締役 慶松大海
株式会社Ｂｌｕｅｓｈｉｐ0000023584 03-6434-1210 中小企業府外

（兵庫県）東京都品川区西五反田 ６丁目2番7号 ウエストサイド五反田ビル３F 代表取締役 近藤昇
株式会社ブレインワークス0000013981 03-5759-5133 中小企業府外 （取締役営業事業部長 大西信次）

大阪府大阪市西区阿波座１丁目13-13 西本町中央ビル4階 代表取締役 天宅勲
株式会社プラグイン0000022658 06-6532-9430 中小企業府外

東京都渋谷区南平台町16番28号 代表取締役 小椋一宏
ＨＥＮＮＧＥ株式会社0000021345 03-6697-4645 中小企業府外

（石川県）滋賀県大津市瀬田６丁目3番19号 代表取締役社長 早川信之
株式会社ほくつう0000015233 077-543-1113 大企業府外 （支店長 和田直己）

京都府福知山市字天田391番地の乙 代表取締役 堀智章
株式会社堀通信0000015309 0773-22-1220 中小企業市外

東京都台東区上野七丁目4番9号 代表取締役 土橋匡
株式会社ポリグロットリンク0000022007 03-6850-5933 中小企業府外

三重県松阪市石津町字地蔵裏353番地1 代表取締役 宮原義隆
株式会社松阪電子計算センター0000021581 0598-51-3515 中小企業府外

（徳島県）京都府木津川市木津川原田63番地15 代表取締役 松本祐一
株式会社松本コンサルタント0000013879 0774-34-4235 中小企業府外

（所長 松本光男）

（東京都）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46番地の1 代表取締役 矢野正也
丸善雄松堂株式会社0000008771 863-5321 大企業府外

（支店長 廣谷紀暁）

福井県福井市豊島２丁目6番7号 代表取締役 土谷秀靖
株式会社マルツ電波0000021536 0776-22-0464 中小企業府外

（福井県）京都府京都市 中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 京都御池第一生命ビル2 代表取締役社長 三谷 聡
三谷商事株式会社0000018814 343-0322 大企業府外 階 （所長 岡崎俊明）

（千葉県）大阪府大阪市淀川区西中島1丁目11番16号 代表取締役社長 森重利文
三井Ｅ＆Ｓシステム技研株式会社0000008727 06-6886-0288 大企業府外 （営業本部西日本営業統括部第一営業部長 森）

三井共同建設コンサルタント株式 （東京都）京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535番地 代表取締役社長 中野宇助
0000007426 253-6471 大企業府外 （所長 眞鍋岳志）会社

（東京都）京都府京都市下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町608-9 代表執行役 漆間啓
三菱電機株式会社0000005048 361-2198 大企業府外 （支店長 公文龍男）

三菱電機ITソリューションズ株式 （東京都）大阪府大阪市北区中之島６丁目2-40 取締役社長 山本徹雄
0000022922 06-6447-1889 大企業府外 （システム営業第三部部長 茶谷元）会社
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三菱電機システムサービス株式会 （東京都）大阪府大阪市北区大淀中一丁目4番13号 代表取締役 山本雅之
0000006558 06-6454-3911 大企業府外

（取締役支社長 岡田英治）社

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外

（支店長 森田正樹）

（東京都）京都府京都市伏見区横大路天王前52-1 代表取締役社長 中山俊樹
株式会社ミライト0000013677 644-9235 大企業府外 （支店長 岡崎紀彦）

東京都千代田区神田駿河台四丁目1番2号 ステラ御茶ノ水ビル8Ｆ 代表取締役 谷川一也
株式会社ミラボ0000023619 03-6821-8600 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル 代表取締役社長 山口賢二
メタウォーター株式会社0000006372 06-7709-9503 大企業府外 （部長 田沼剛）

福岡県福岡市中央区大名２丁目9-35 トウセン天神ビル8F 代表取締役 黒木英隆
株式会社メディエイター0000020199 092-738-0900 中小企業府外

福岡県福岡市中央区那の津４丁目３番４号 代表取締役 河合潤
株式会社メディコネ0000023401 092-714-3511 中小企業府外

（奈良県）京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町46番地 代表取締役 長尾光洋
株式会社 メディコムエイド0000016748 643-3100 中小企業府外

（支店長 吉田智光）

大阪府大阪市西区靱本町２丁目4番8号 代表取締役 山脇雅則
株式会社ヤマイチテクノ0000014016 06-6448-0606 中小企業府外

（群馬県）京都府京都市南区吉祥院大河原町27 代表取締役 上野善紀
株式会社ヤマダデンキ0000010540 326-4103 大企業府外 （所長 中山孝樹）

ヤンマーエネルギーシステム株式 （大阪府）兵庫県尼崎市潮江一丁目3番30号 代表取締役社長 山下宏治
0000013052 06-4960-8158 大企業府外 （執行役員大阪支社長 新見雅徳）会社

（東京都）大阪府大阪市中央区高津315-2 大阪ビル本館 代表取締役社長 田村公正
株式会社ＵＳＥＮ0000021974 06-6643-8690 中小企業府外 （エンジニアセンター長 上田志朗）

ユタカインテグレーション株式会 大阪府大阪市城東区古市１丁目4番23号 代表取締役 薮中幸文
0000016629 06-6933-1101 中小企業府外社

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーＢ 代表取締役社長 田中建
ユニアデックス株式会社0000013393 06-7178-0211 大企業府外

（常務執行役員関西支店長 渡邉岳治）

（東京都）京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町313 代表取締役 菅田貴人
株式会社ユニマットライフ0000019530 623-2711 大企業府外 （所長 水越喜雄）

東京都渋谷区代々木二丁目2番1号 代表取締役 清水亘
ユミルリンク株式会社0000020757 03-6820-0088 中小企業府外

大阪府大阪市鶴見区横堤１丁目12番13-207号 所長 横田慎一
横田慎一公認会計士事務所0000022589 090-9549-4241 中小企業府外

株式会社ヨコモリ電池屋コーポレ 東京都渋谷区笹塚3-33-4 代表取締役 横森英俊
0000019128 03-3378-0156 中小企業府外ーション

（大阪府）大阪府東大阪市長田中3丁目5-44 代表取締役社長 高橋俊泰
株式会社ライオン事務器0000023553 06-6747-1335 大企業府外 （大阪本店長 稲田隆史）

ライトシステムコンサルタント株 大阪府大阪市阿倍野区北畠一丁目1番24-504号 代表取締役 児嶋茂
0000018747 06-6623-3982 中小企業府外式会社
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内容別名簿（物品関係）市外
0010 電気機械・器具
0003 電子計算機・付属機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

ライフテック・イノベーション株 （大阪府）大阪府大阪市東成区深江北３丁目6-14 代表取締役 中平憲助
0000022264 06-4705-8511 中小企業府外

（施行部部長 山本秀人）式会社

東京都新宿区西早稲田２丁目２０番１５号 高田馬場アクセス４Ｆ 代表取締役 山口洋
ラインズ株式会社0000023427 03-6861-6200 中小企業府外

東京都千代田区岩本町三丁目１０番４号 代表取締役 大橋歳幸
リーテック株式会社0000022912 03-6673-2149 中小企業府外

岡山県岡山市南区豊成二丁目7番16号 代表取締役 松田敏之
株式会社両備システムズ0000015410 086-264-0113 中小企業府外

東京都港区六本木６丁目15番21号 ハークス六本木ビル 代表取締役社長 分部至郎
株式会社レイ0000021316 03-5410-3861 大企業府外
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兵庫県西宮市江上町1番2号 代表取締役 大谷彰宏
アールシースタッフ株式会社0000022019 0798-34-5561 大企業府外

株式会社アイ・エヌ・ジー・ドッ 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目4番7号 代表取締役 牛原良三
0000015812 06-4706-3440 中小企業府外トコム

大阪府大阪市 中央区南本町 ２丁目3番8号 ＫＤＸ南本町ビル12階 代表取締役 北村隆
株式会社アイ・オー・プロセス0000018096 06-4964-9006 中小企業府外

東京都千代田区一番町21番地 代表取締役 佐藤恒徳
株式会社アイティフォー0000018095 03-5275-7841 大企業府外

（群馬県）大阪府大阪市中央区島之内１丁目17-12 代表取締役 今井久登
株式会社アイ・ディー・エー0000007755 06-6563-7544 中小企業府外 （事業部長 黒岩玄）

（神奈川県）大阪府大阪市中央区本町２丁目5番7号 代表取締役社長 吉村晃一
株式会社アイネス0000009878 06-6563-7850 大企業府外 （支社長 星川博敬）

東京都豊島区南大塚三丁目30番3号 代表取締役 横田祐平
株式会社アイネットサポート0000023416 03-6632-1160 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜1-4-16 アクア堂島西館６F 代表取締役 渡邉浩司
株式会社アクシオ0000022043 06-6341-0940 大企業府外

（関西支店長 杉村淳一）

東京都港区赤坂1-8-1 代表取締役社長 江川昌史
アクセンチュア株式会社0000016697 03-3588-3000 大企業府外

（東京都）大阪府吹田市垂水町3丁目35番31号 代表取締役社長 加藤浩士
朝日航洋株式会社0000008170 06-6338-3321 大企業府外 （支社長 福本博史）

大阪府大阪市中央区谷町7丁目5番1号 代表取締役 伊丹修司
アサミ情報システム株式会社0000000595 06-6762-0051 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地 （明治安田生命京都ビ 代表取締役 畠山仁
アジア航測株式会社0000001109 254-0447 大企業府外 ル7Ｆ） （支店長 土川忠士）

（群馬県）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング６F 代表取締役 加藤秀明
株式会社アスカ0000023433 741-6081 中小企業府外

（支店長 佐柳空）

東京都港区虎ノ門５丁目12-13 ザイマックス神谷町ビル2Ｆ 代表取締役 安井秀行
株式会社アスコエパートナーズ0000022893 03-6452-8724 中小企業府外

大阪府東大阪市日下町2-11-35 代表取締役 杉本正人
有限会社アズ0000023198 06-4804-3151 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル811号 代表取締役 小林和弘
株式会社アセンサ0000020505 06-6476-9235 中小企業府外 （支店長 松岡真司）

大阪府大阪市中央区北浜3丁目1番6号 代表取締役 八瀬誠
アトラス情報サービス株式会社0000008506 06-6231-0771 中小企業府外

大阪府大阪市中央区伏見町四丁目2番14号 代表取締役 重豊純
株式会社アンフ・スタイル0000022639 06-4706-7855 中小企業府外

大阪府大阪市 中央区平野町 ２丁目4番12号 平二ビル6Ｆ 代表取締役 櫛部隆行
伊藤喜ベストメイツ株式会社0000019262 06-6223-3739 中小企業府外

伊藤忠テクノソリューションズ株 （東京都）大阪府大阪市 北区梅田 三丁目1番3号 代表取締役社長 菊地哲
0000001693 06-6439-8200 大企業府外 （部長 松隈孝史）式会社
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東京都台東区駒形二丁目5番6号 代表取締役 日下剛
イン・エックス株式会社0000019919 03-5830-6820 中小企業府外

（富山県）大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目6番29号 フォーキャスト堺筋本町ビル 代表取締役 北岡隆之
株式会社インテック0000016763 050-1702-0476 大企業府外

（部長 大和浩之）

株式会社インテックソリューショ （東京都）大阪府大阪市北区豊崎5-4-9 代表取締役社長 石井貞行
0000020977 06-6376-3291 中小企業府外 （西日本本部長 浅野満）ンパワー

（神奈川県）大阪府大阪市浪速区難波中２丁目10番70号 代表取締役 齊籐大地
株式会社インフォマティクス0000012673 06-6633-0803 中小企業府外 （大阪営業所長 室谷徹）

東京都港区新橋一丁目16番4号 りそな新橋ビル６Ｆ 代表取締役 濱之上一人
株式会社ウェルキッズ0000022355 03-5537-7450 中小企業府外

愛媛県宇和島市新田町一丁目1番41号 代表取締役 二宮徳仁
株式会社ウォンズ0000023557 0895-20-1556 中小企業府外

東京都江東区木場五丁目8番40号 代表取締役 長岡秀樹
ウチダエスコ株式会社0000010095 03-5639-2221 大企業府外

株式会社ウチダビジネスソリュー （滋賀県）京都府京都市中京区車屋御池下る梅屋町361-1他 アーバネックス御池ビル東 代表取締役 高田保
0000018085 213-2113 中小企業府外 館E-202 （京都支店長 田辺泰幸）ションズ

（東京都）大阪府大阪市中央区和泉町２丁目2番2号 代表取締役 大久保昇
株式会社内田洋行0000006030 06-6920-2742 大企業府外 （大阪支店長 岡野清吾）

千葉県千葉市中央区中央港１丁目22番7号 代表取締役社長 谷勝博
ＡＳロカス株式会社0000007773 043-203-5301 中小企業府外

東京都港区東新橋一丁目5番2号 代表取締役 西谷雅史
エースチャイルド株式会社0000023569 03-5843-8930 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区西九条東島町61番地 代表取締役 加登伸一
エイチ・エス写真技術株式会社0000008223 075-671-7980 中小企業府外 （所長 塩田猛）

北海道札幌市中央区北四条西７丁目1番地8 代表取締役執行役員社長 伊藤尚樹
株式会社ＨＢＡ0000020468 011-231-8301 大企業府外

株式会社ＨＹＫヒューマンサポー 東京都中央区日本橋本石町3丁目2番地3号 日本橋オリーブビル3階 代表取締役 大貫和彦
0000023541 03-6262-1183 中小企業府外ト

（東京都）兵庫県尼崎市御園町24番地 代表取締役 橘義規
株式会社エイテック0000007446 06-4869-3321 大企業府外 （支社長 久川真史）

（東京都）大阪府大阪市中央区北浜1丁目8番16号 大阪証券取引所ビル23階 代表取締役 渡辺篤史
ＳＣＳＫサービスウェア株式会社0000023425 06-6231-9017 大企業府外 （執行役員第四事業本部長 井上裕貴）

東京都新宿区新宿六丁目27番30号 代表取締役 阿多親市
ＳＢテクノロジー株式会社0000019514 03-6892-3050 大企業府外

大阪府堺市堺区一条通13番16号 代表取締役 湯浅和代
株式会社エス・ピー・シー0000015343 072-221-3351 中小企業府外

ＮＥＣネクサソリューションズ株 （東京都）大阪府大阪市中央区城見一丁目4番24号 代表取締役 木下孝彦
0000000656 06-6945-3617 大企業府外 （関西支社長 伊藤幸夫）式会社

東京都港区芝一丁目15番11号 代表取締役 矢倉聡
ＮＥＣ ＶＡＬＷＡＹ株式会社0000023242 03-6631-3994 中小企業府外
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株式会社エヌエスイーエデュケー 大阪府大阪市北区西天満四丁目7番13号 新老松ビル1階12号室 代表取締役 砂田裕章
0000022673 06-6313-2700 中小企業府外ション

エヌ・ティ・ティ・システム開発 （東京都）京都府京都市下京区東塩小路町７３４ 代表取締役社長 田村浩一
0000016737 353-8281 大企業府外

（京都支店長 小野塚保）株式会社

（東京都）東京都中野区中央3丁目24番9号 代表取締役社長 村田和也
NTTタウンページ株式会社0000021116 03-6279-3097 大企業府外 （取締役ソリューション営業部長 井上登晃）

株式会社エヌ・ティ・ティ・デー 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 代表取締役社長 本間洋
0000000510 03-5546-8202 大企業府外タ

鹿児島県鹿児島市鴨池新町5番22号 代表取締役 宮島高志
株式会社エム・デイ・エス0000021114 099-255-1413 中小企業府外

大分県大分市東春日町17番57号 代表取締役社長 加藤健
株式会社オーイーシー0000014618 097-537-1212 中小企業府外

（兵庫県）兵庫県神戸市中央区浜辺通四丁目1-23 代表取締役 魚本崇
株式会社オーシスマップ0000016221 078-862-5370 中小企業府外

（支店長 門田浩）

株式会社オープンループパートナ 東京都新宿区新宿４丁目3-17 ＦＯＲＥＣＡＳＴ新宿ＳＯＵＴＨ７階 代表取締役 駒井滋
0000021589 03-5368-3088 大企業府外ーズ

（東京都）京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町680 代表取締役 辻本茂
株式会社オオバ0000000647 351-6155 大企業府外 （所長 藤本靖央）

（東京都）東京都港区新橋６丁目17番19号 代表取締役社長 坂井忠之
オフィス・メディア株式会社0000009163 03-3438-5581 中小企業府外 （チームマネージャー 小泉啓）

（東京都）京都府京都市左京区下鴨蓼倉町68番5号 代表取締役社長 菅伸彦
オリジナル設計株式会社0000007760 706-6625 大企業府外 （所長 岬洋介）

東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2番地34 代表取締役 小池好子
株式会社会議録研究所0000009002 03-3267-6051 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区北久宝寺町１丁目7番9号 代表取締役社長 加々見雅章
開発エンジニアリング株式会社0000007371 06-6260-7105 中小企業府外

（所長 江口淳司）

大阪府大阪市北区堂島浜１丁目2番地1号 新ダイビル26階 代表取締役 清水卓
カコムス株式会社0000022531 06-6342-7811 中小企業府外

愛知県名古屋市千種区日和町5丁目3番地 本山日和町ヒルズ3階 代表理事 佐渡治彦
一般社団法人カリエーレ・コムサ0000023623 090-1759-4631 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町596番地 エスメラルダ709 代表取締役 谷口智之
株式会社かんこう0000007326 075-746-7606 中小企業府外 （支店長 松田昌之）

兵庫県西宮市六湛寺町9番8号 代表取締役 森剛
株式会社関西情報センター0000019961 0798-35-4873 中小企業府外

兵庫県尼崎市浜一丁目1番1号 代表取締役社長 川久保知一
株式会社管総研0000007939 06-6470-6300 中小企業府外

大阪府高槻市芝生町２丁目52番10号 代表取締役 阿部陽
株式会社カンプリ0000015709 072-679-4300 中小企業府外

愛媛県松山市三番町四丁目9番地5 代表取締役社長 別府幹雄
株式会社ガバメイツ0000022017 089-968-2075 大企業府外
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（滋賀県）京都府京都市下京区烏丸通松原上ル東側 代表取締役 井門一美
キステム株式会社0000001533 075-341-4248 中小企業府外

（支社長 藤沢敏孝）

（滋賀県）京都府京都市左京区聖護院円頓美町11番地10 代表取締役 梶雅弘
キタイ設計株式会社0000007564 762-2150 大企業府外

（所長 内藤秀俊）

キヤノンマーケティングジャパン （東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目 2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役 足立正親
0000023638 06-7739-2047 大企業府外 ト （支店長 北岡康人）株式会社

東京都新宿区西新宿２丁目1番1号 代表取締役 成澤素明
キャリアリンク株式会社0000017291 03-3340-5077 大企業府外

京都府相楽郡精華町祝園正尺2番10 代表取締役 南邦彦
共立電業株式会社0000016062 0774-94-5502 中小企業市外

（大阪府）京都府京都市山科区音羽野田町15番地3 ファーストビル 代表取締役 村岡基
株式会社極東技工コンサルタント0000007383 583-2650 中小企業府外 （所長 田中孝一）

（東京都）大阪府大阪市中央区谷町三丁目1番9号 代表取締役社長 成吉弘次
株式会社ぎょうせい0000007298 06-4790-9351 大企業府外

（支社長 清水恭二）

（大阪府）大阪府大阪市浪速区敷津東１丁目2番47号 代表取締役社長 亀井洋司
クボタエイトサービス株式会社0000010333 06-6648-2903 中小企業府外

（本部長 岡誠）

（大阪府）大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 代表取締役社長 新海佳彦
クボタシステムズ株式会社0000015240 06-6648-2970 大企業府外 （事業部長 森山雅弘）

東京都港区虎ノ門４丁目2番12号 代表取締役 高柳公康
株式会社ケー・デー・シー0000017249 03-5733-5111 中小企業府外

岡山県岡山市北区平田117番地の120 代表取締役 荻野良
株式会社ケイエルシステム0000023542 086-244-3567 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目2番72号 代表取締役社長 高橋誠
ＫＤＤＩ株式会社0000011903 06-7177-0076 大企業府外 （支社長 物江信明）

東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 代表取締役社長 若槻肇
株式会社 ＫＤＤＩエボルバ0000015854 03-5326-6700 大企業府外

一般財団法人建築行政情報センタ 東京都新宿区神楽坂１丁目15番地 理事長 後藤隆之
0000017243 03-5225-7701 中小企業府外ー

大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番20号 代表取締役 大藤武彦
株式会社交通システム研究所0000013934 06-6101-7001 中小企業府外

兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目3番8号 代表取締役 藤岡亮介
神戸綜合速記株式会社0000009210 078-321-2522 中小企業府外

東京都世田谷区池尻二丁目7番3号 代表取締役社長 羽田寛
国土情報開発株式会社0000013894 03-5481-3000 中小企業府外

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

三重県三重郡朝日町向陽台三丁目7番地1 代表取締役 杉本香織
株式会社菜友0000021595 0594-21-3501 中小企業府外

佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木1427番地7 代表取締役 宮地大治
株式会社佐賀電算センター0000018938 0952-34-1500 中小企業府外
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兵庫県神戸市中央区播磨町21番1 代表取締役 神原忠明
株式会社さくらケーシーエス0000015934 078-391-6571 大企業府外

大阪府大阪市北区梅田2-5-6 代表取締役 森下康夫
シー・システム株式会社0000020151 06-6136-5960 中小企業府外

シーデーシー情報システム株式会 千葉県千葉市中央区本千葉町4番3号 代表取締役 音田昌利
0000023555 043-224-7181 中小企業府外社

東京都港区芝浦１丁目1-1 浜松町ビルディング28階 代表取締役 岩瀬弘明
株式会社システムシンク0000021594 03-6453-9701 中小企業府外

（兵庫県）京都府福知山市南本町210-18 ＫＲＢＬＤＧ 2F 代表取締役 山田良作
株式会社システムリサーチ0000018718 0773-24-3301 中小企業府外 （支店長 足立和明）

静岡県静岡市 葵区紺屋町12番地6 シャンソンビル紺屋町 代表取締役 鈴木裕
株式会社静岡情報処理センター0000018674 054-271-7501 中小企業府外

（和歌山県）大阪府大阪市福島区野田５丁目17番22号 大拓ビル３階 代表取締役 川原純行
シティコンピュータ株式会社0000016705 06-6466-7080 中小企業府外

（大阪支社長 川原康宏）

東京都港区麻布台２丁目４番５号 メソニック３９ＭＴビル 代表取締役 丹下大
株式会社ＳＨＩＦＴ0000023374 03-6809-1128 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市西区西本町２丁目3番10号 代表取締役社長 松田真人
株式会社ジェイエスキューブ0000014579 06-4390-0691 中小企業府外 （本部長 石原義孝）

東京都港区芝大門二丁目5番5号 代表取締役 松島陽介
株式会社ＪＭＤＣ0000023602 03-5733-5010 大企業府外

東京都千代田区麹町五丁目4番地 代表取締役 西澤常彦
株式会社ジオプラン・ナムテック0000021080 03-6868-8685 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島2丁目12番11号 代表取締役 家入正隆
JIPテクノサイエンス株式会社0000013500 06-6307-5462 中小企業府外 （常務取締役センタ長 狩野正人）

株式会社ジャパン・マーケティン （東京都）大阪府大阪市中央区南本町1-3-15 ボンベイビル７階 代表取締役 今井和人
0000021306 06-6263-0141 中小企業府外

（マネージャー 福井潤）グ・エージェンシー

富山県砺波市千代176番地の1 代表取締役 今川健治
株式会社上智0000012670 0763-33-2085 大企業府外

東京都新宿区内藤町87番地 代表取締役 保坂幸尚
水道マッピングシステム株式会社0000013032 03-3357-3020 中小企業府外

東京都千代田区神田猿楽町2丁目5番4号 代表取締役 深山暁生
株式会社数理計画0000007438 03-3259-6262 中小企業府外

東京都千代田区神田三崎町二丁目6番2号 代表取締役 小池隆善
スキャネット株式会社0000022867 03-4582-3933 中小企業府外

スキルインフォメーションズ株式 大阪府大阪市 東淀川区東中島 １丁目17番26号 スキルインフォメーションズビル 代表取締役 杉本浩
0000018267 06-6320-4199 中小企業府外会社

一般社団法人スポーツ能力発見協 東京都板橋区大山町17-4 リブラン内 代表理事 大島伸矢
0000023596 03-6380-0345 中小企業府外会

（大阪府）大阪府大阪市中央区道修町三丁目6番1号 京阪神御堂筋ビル14階 代表執行役 渋谷順
株式会社スマートバリュー0000019316 06-6227-5563 大企業府外 （Ｄｉｖ Ｍａｎａｇｅｒ 大脇正人）
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（福岡県）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル4F 代表取締役 高山善司
株式会社ゼンリン0000003851 075-812-2250 大企業府外

（所長 池田正史）

大阪府大阪市北区梅田一丁目3番1-800号 代表取締役 川田宏行
株式会社ソニックス0000008611 06-6341-6206 中小企業府外

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

（大阪府）京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 代表取締役 波多江裕之
大和不動産鑑定株式会社0000001717 257-1455 中小企業府外 （京都支社長 小村直之）

（大分県）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 代表取締役 平井慎一
株式会社地域科学研究所0000022630 754-6320 中小企業府外 （京都事務所長 寺田充伸）

（石川県）京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町121番地 美濃利ビル3階 代表取締役 西原秀幸
株式会社中央設計技術研究所0000007837 221-1333 中小企業府外 （所長 福島幸三）

（広島県）大阪府大阪市淀川区宮原４丁目1番45号 代表取締役社長 坪井俊郎
中電技術コンサルタント株式会社0000017233 06-4807-7361 大企業府外

（所長 黒田仁美）

（北海道）大阪府大阪市淀川区宮原１丁目1番1号 代表取締役 楠美宗城
株式会社通電技術0000021517 06-7662-9103 中小企業府外

（所長 高橋博靖）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島２丁目2番2号 代表取締役社長 江森勲
都築電気株式会社0000001152 06-6204-7000 大企業府外 （ソリューションビジネス本部部長 田谷俊）

大阪府大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 大手前センタービル１０階 代表取締役 恩田宏紀
株式会社テーク・ワン0000023380 06-6944-7577 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜一丁目2番1号 代表取締役 岡本安史
ＴＩＳ株式会社0000007487 06-4796-3093 大企業府外 （代表取締役副社長執行役員 柳井城作）

大阪府大阪市北区松ケ枝町5-15 代表取締役社長 坂田晃造
株式会社テラオカ関西0000022648 06-6358-7021 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区五条通室町西入る東錺屋町173 高橋第６ビル３Ｆ 代表取締役 石井剛太
株式会社Ｔｏｏ大阪0000001535 341-4441 中小企業府外

（マネージャー 太田幸弘）

東京ガスエンジニアリングソリュ 東京都港区海岸一丁目2番3号 代表取締役 小西康弘
0000019988 03-6452-8470 大企業府外ーションズ株式会社

東京コンピュータサービス株式会 （東京都）京都府京都市下京区東塩小路町734 中信駅前ビル 代表取締役社長 高山芳之
0000015939 353-8411 中小企業府外 （京都支店長 瀬崎知博）社

東京都品川区南品川二丁目2番7号 代表取締役 合田嘉和
東京ソフト株式会社0000017455 050-5444-5905 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 四条ＳＥＴビル8階 取締役社長 青木宏明
東光電気工事株式会社0000001699 213-4950 大企業府外 （所長 中根洋心）

東芝通信インフラシステムズ株式 （東京都）大阪府大阪市中央区本町四丁目２番１２号 代表取締役社長 近藤浩太郎
0000005849 06-6252-3512 大企業府外 （支店長 若村直紀）会社

東芝デジタルエンジニアリング株 （神奈川県）大阪府大阪市北区大淀中１丁目1-30 代表取締役 島田顕司
0000009295 06-4799-7200 大企業府外 （所長 泰松宏行）式会社

東芝デジタルソリューションズ株 （神奈川県）大阪府大阪市北区大淀中1-1-30 代表取締役 岡田俊輔
0000010428 06-6455-2315 大企業府外 （支社長 富岡賢一）式会社
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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 代表取締役 田中正
株式会社都市設計総合研究所0000007421 06-6363-2676 中小企業府外

東京都文京区大塚三丁目1番1号 代表取締役 谷一文子
株式会社図書館流通センター0000000133 03-3943-2221 大企業府外

東京都渋谷区東一丁目2番20号 代表取締役共同社長 石見浩一
トランス・コスモス株式会社0000015699 050-1751-8404 大企業府外

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5階 代表取締役 宮崎正伸
株式会社ドーン0000009817 078-222-9700 中小企業府外

東京都千代田区平河町一丁目2番10号 理事長 柴崎亮介
一般財団法人道路管理センター0000009816 03-3221-0411 中小企業府外

（東京都）京都府京都市左京区吉田本町27-8 代表取締役 五本木秀昭
内外地図株式会社0000007974 751-8786 中小企業府外 （所長 田中雅弘）

（愛知県）大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39 新大阪ＮＫビル２Ｆ 代表取締役社長 二神一
中日本航空株式会社0000007644 06-6152-5651 大企業府外

（支店長 遠藤孝浩）

（大阪府）大阪府大阪市中央区北浜東1番20号 代表取締役 湯本秀昭
ナカバヤシ株式会社0000008385 06-6943-5555 大企業府外

（本社長 長井俊介）

大阪府大阪市中央区博労町２丁目4番11号 中博ビル内 代表取締役 福田章光
株式会社ナニワ計算センター0000018257 06-6264-6222 中小企業府外

大阪府大阪市 北区曽根崎新地 １丁目4-20 代表取締役 山川太志
株式会社ニーズ0000019566 06-6346-6393 中小企業府外

東京都江戸川区中葛西４丁目19-14 代表取締役 廣岡潤
株式会社ニチマイ0000015292 03-6808-3170 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680 インターワンプレイス烏 代表取締役社長 平井成典
株式会社日建技術コンサルタント0000007386 344-4606 大企業府外 丸２ （所長 野田泰弘）

（東京都）大阪府大阪市北区梅田三丁目3番10号 代表取締役社長 寺西清一
日商エレクトロニクス株式会社0000008466 06-7506-9400 大企業府外

（関西支社長 下井田智康）

（東京都）大阪府吹田市江坂町1丁目23番101号 代表取締役社長 間山一典
株式会社日水コン0000007306 06-6339-7300 中小企業府外

（支所長 今野和弘）

福岡県北九州市小倉北区鍛冶町二丁目4番1号 代表取締役 原田栄一
日本コンピューター株式会社0000013729 093-521-8123 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング 代表取締役執行役員社長 森田隆之
日本電気株式会社0000001582 253-6009 大企業府外 （京都支社長 林誠一）

（大阪府）京都府京都市下京区五条通大宮南門前町480番 代表取締役 小林祐太
株式会社日本インシーク0000007476 342-0270 大企業府外 （所長 麻野裕昭）

（石川県）京都府福知山市末広町 １丁目31番地 代表取締役 黒木康生
株式会社日本海コンサルタント0000017247 0773-25-0086 中小企業府外 （所長 花谷茂生）

（愛知県）大阪府大阪市平野区西脇２丁目6番12号 平野エアクリアロイヤルハイツ202号 代表取締役 井上英明
有限会社日本交通流動リサーチ0000020483 06-6777-3161 中小企業府外 室 （大阪支社長 井上英明）

大阪府大阪市西区江戸堀１丁目2番11号 代表取締役 山里真元
日本コムシンク株式会社0000022260 06-6448-8660 中小企業府外
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日本コンベンションサービス株式 東京都千代田区霞が関1-4-2 代表取締役 近浪弘武
0000013698 03-3508-1211 大企業府外会社

日本ソフトウエアマネジメント株 神奈川県横浜市神奈川区金港町5番地32 ベイフロント横浜 代表取締役 五十嵐孝雄
0000023407 045-441-1251 中小企業府外式会社

大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１８番１１号 代表取締役 石金正巳
株式会社日本ビジネス開発0000022509 06-6441-2207 中小企業府外

愛知県名古屋市千種区青柳町5丁目6番地 代表取締役 平林貴
ＨＡＲＶＥＹ株式会社0000021106 052-744-1760 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 代表取締役 武部泰三
株式会社八州0000001089 252-2092 中小企業府外 （所長 畑雅之）

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーＢ16階 代表取締役 木村和成
パーソルテンプスタッフ株式会社0000008830 06-7166-9470 大企業府外 （本部長 藤原理絵）

パーソルワークスデザイン株式会 東京都豊島区池袋2-65-18 代表取締役 平林由義
0000020488 03-6907-4481 大企業府外社

パシフィックコンサルタンツ株式 （東京都）京都府京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町646 代表取締役社長 大本修
0000001551 342-5051 大企業府外

（所長 米谷瑠皇）会社

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 代表取締役 島村秀樹
株式会社パスコ0000007301 257-8930 大企業府外 （支店長 近藤征博）

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜１丁目2番1号 代表取締役取締役社長 柴原節男
株式会社日立システムズ0000008248 06-6147-2894 大企業府外 （支社長 大村勉）

大阪府大阪市中央区南船場4-11-17 船場MKビル５F 代表取締役 森敦志
株式会社ヒューマンアソシエイト0000023162 06-6226-7105 中小企業府外

東京都新宿区西新宿七丁目5番25号 代表取締役 御旅屋貢
ヒューマンリソシア株式会社0000009334 03-6863-9962 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区高麗橋３丁目2番7号 ORIX高麗橋ビル4階 代表取締役 鈴木正之
株式会社ピーエスシー0000022364 06-4707-7148 中小企業府外

（事業本部長 石田卓士）

（神奈川県）神奈川県横浜市中区桜木町1-1 代表取締役 坂下智保
富士ソフト株式会社0000015607 050-3000-2739 大企業府外

（取締役執行役員営業本部本部長 森本真里）

富士ソフトサービスビューロ株式 東京都墨田区江東橋二丁目19番7号 代表取締役 佐藤諭
0000016733 03-5600-1731 大企業府外会社

富士フイルムシステムサービス株 （東京都）大阪府大阪市西区土佐堀2丁目2番17号 代表取締役 井上あまね
0000008770 06-6225-0390 中小企業府外 （支店長 足立孝之）式会社

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（愛知県）兵庫県神戸市中央区京町74 京町74番ﾋﾞﾙ9Ｆ 代表取締役社長 渡邉英治
株式会社フューチャーイン0000009071 078-325-8415 大企業府外 （支店長 馬渕祐一）

東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号 渋谷クロスタワー17階 代表取締役 慶松大海
株式会社Ｂｌｕｅｓｈｉｐ0000023584 03-6434-1210 中小企業府外

（兵庫県）東京都品川区西五反田 ６丁目2番7号 ウエストサイド五反田ビル３F 代表取締役 近藤昇
株式会社ブレインワークス0000013981 03-5759-5133 中小企業府外 （取締役営業事業部長 大西信次）
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大阪府大阪市西区阿波座１丁目13-13 西本町中央ビル4階 代表取締役 天宅勲
株式会社プラグイン0000022658 06-6532-9430 中小企業府外

ＰｅｓｔａｌｏｚｚｉＴｅｃｈｎ 東京都新宿区西早稲田１丁目２２‐３ 代表取締役 井上友綱
0000022870 080-4344-0016 中小企業府外ｏｌｏｇｙ株式会社

京都府福知山市字天田391番地の乙 代表取締役 堀智章
株式会社堀通信0000015309 0773-22-1220 中小企業市外

兵庫県神戸市 中央区磯上通 ７丁目1番30号 代表取締役 長谷一俊
ポートスタッフ株式会社0000018735 078-230-8890 中小企業府外

東京都新宿区西新宿７丁目１番１０号 代表取締役 柳沢知秀
株式会社マックスサポート0000023335 03-6279-4923 中小企業府外

三重県松阪市石津町字地蔵裏353番地1 代表取締役 宮原義隆
株式会社松阪電子計算センター0000021581 0598-51-3515 中小企業府外

（徳島県）京都府木津川市木津川原田63番地15 代表取締役 松本祐一
株式会社松本コンサルタント0000013879 0774-34-4235 中小企業府外

（所長 松本光男）

（東京都）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46番地の1 代表取締役 矢野正也
丸善雄松堂株式会社0000008771 863-5321 大企業府外

（支店長 廣谷紀暁）

（千葉県）大阪府大阪市淀川区西中島1丁目11番16号 代表取締役社長 森重利文
三井Ｅ＆Ｓシステム技研株式会社0000008727 06-6886-0288 大企業府外 （営業本部西日本営業統括部第一営業部長 森）

三井共同建設コンサルタント株式 （東京都）京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535番地 代表取締役社長 中野宇助
0000007426 253-6471 大企業府外 （所長 眞鍋岳志）会社

三菱電機システムサービス株式会 （東京都）大阪府大阪市北区大淀中一丁目4番13号 代表取締役 山本雅之
0000006558 06-6454-3911 大企業府外 （取締役支社長 岡田英治）社

（東京都）大阪府東大阪市長田中３丁目6番1号 代表取締役 羽鳥雅孝
株式会社ムサシ0000000591 06-6745-1634 大企業府外 （取締役支店長 五島眞一）

大阪府東大阪市長田中３丁目6番1号 代表取締役 廻真一郎
ムサシ・アイ・テクノ株式会社0000000600 06-6744-6311 中小企業府外

愛知県名古屋市中区松原二丁目2番33号 代表取締役 小池武史
株式会社名豊0000014705 052-322-0071 中小企業府外

福岡県福岡市中央区大名２丁目9-35 トウセン天神ビル8F 代表取締役 黒木英隆
株式会社メディエイター0000020199 092-738-0900 中小企業府外

大阪府大阪市西区靱本町２丁目4番8号 代表取締役 山脇雅則
株式会社ヤマイチテクノ0000014016 06-6448-0606 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区高津315-2 大阪ビル本館 代表取締役社長 田村公正
株式会社ＵＳＥＮ0000021974 06-6643-8690 中小企業府外 （エンジニアセンター長 上田志朗）

（大阪府）大阪府東大阪市長田中3丁目5-44 代表取締役社長 高橋俊泰
株式会社ライオン事務器0000023553 06-6747-1335 大企業府外 （大阪本店長 稲田隆史）

大阪府四条畷市蔀屋本町2番6号 代表取締役 正木一郎
株式会社ライトリー0000008235 072-879-0161 中小企業府外

三重県伊勢市楠部町乙135番地 代表取締役 荒井宏幸
株式会社リブネット0000012794 0596-25-7903 中小企業府外
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岡山県岡山市南区豊成二丁目7番16号 代表取締役 松田敏之
株式会社両備システムズ0000015410 086-264-0113 中小企業府外

株式会社ＷＯＷＯＷコミュニケー 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番5号 代表取締役社長 山崎一郎
0000022594 045-683-3660 大企業府外ションズ
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東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市下京区西木屋町通七条上る新日吉町124番地3 代表取締役 澤田和重
アケボノ特機株式会社0000015330 353-5637 中小企業府外

（京都営業所所長 武田健）

株式会社アコースティガイド・ジ 東京都港区北青山２丁目7番25号 代表取締役 菅原あゆみ
0000020551 03-5771-4081 中小企業府外ャパン

（愛知県）滋賀県長浜市宮司町76番地7 代表取締役 恒川賢太
朝日電気工業株式会社0000020939 0749-53-4607 中小企業府外 （所長 北村祐喜）

大阪府大阪市北区東天満2丁目7番12号 代表取締役 大嶋雄三
株式会社アステム0000008981 06-6242-6681 中小企業府外

東京都港区芝浦４丁目16番23号 代表取締役 木越健二
株式会社アセント0000007061 03-5419-6022 中小企業府外

（岐阜県）京都府京都市中京区烏丸通三条東入ル梅忠町24 代表取締役 熊本直樹
ａｎｄ株式会社0000023011 075-283-0617 中小企業府外

（所長 新井俊彦）

（東京都）大阪府吹田市広芝町9-6 代表取締役社長 清森洋祐
池上通信機株式会社0000005446 06-6389-4466 大企業府外

（支店長 関真生）

京都府宮津市字滝馬705番地 代表取締役 池田憲治
池田電気株式会社0000018118 0772-22-1312 中小企業市外

伊藤忠テクノソリューションズ株 （東京都）大阪府大阪市 北区梅田 三丁目1番3号 代表取締役社長 菊地哲
0000001693 06-6439-8200 大企業府外 （部長 松隈孝史）式会社

京都府福知山市篠尾新町３丁目３番地 代表取締役 井上大輔
井上株式会社0000015160 0773-23-3205 中小企業市外

イヨンインターナショナル株式会 東京都港区南青山一丁目1番1号 新青山ビル西館23階 代表取締役 原寛
0000021797 03-3470-1755 中小企業府外社

京都府向日市森本町 前田27番地10 代表取締役 和田正弘
株式会社インカム0000018091 925-0621 中小企業市外

千葉県柏市柏６丁目9番地18号 代表取締役社長 後藤秀樹
株式会社エーディエス0000022588 04-7160-2355 中小企業府外

滋賀県大津市観音寺2番2号 代表取締役 勝部伊織
株式会社エービー企画0000017436 077-522-1676 中小企業府外

大阪府箕面市船場東1-15-31 代表取締役 大富國正
株式会社エキスプレス0000023119 06-6315-3161 大企業府外

（愛知県）大阪府大阪市西淀川区出来島1-4-31 代表取締役 水谷靖
株式会社エクシング0000022619 06-6475-8230 大企業府外 （支店長 川井田繁樹）

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町東入真町68 代表取締役 久保允誉
株式会社エディオン0000015814 213-6031 大企業府外 （店長 金子誠治）

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 代表取締役 牛島祐之
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社0000001649 256-8950 大企業府外 （支店長 壷内栄慈）

（東京都）大阪府大阪市中央区常盤町1-3-8 中央大通FNビル11F 代表取締役社長 野口周一
株式会社NHKテクノロジーズ0000000388 06-6966-0411 大企業府外 （総支社長 嶋田豊秋）
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（東京都）東京都港区新橋６丁目17番19号 代表取締役社長 坂井忠之
オフィス・メディア株式会社0000009163 03-3438-5581 中小企業府外

（チームマネージャー 小泉啓）

東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2番地34 代表取締役 小池好子
株式会社会議録研究所0000009002 03-3267-6051 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区松屋町7番7号 代表取締役 本橋伸幸
株式会社カナデン0000023167 06-6763-6800 大企業府外 （常務取締役支社長 守屋太）

大阪府大阪市中央区備後町３丁目6番2号 代表取締役社長 中島宏
株式会社関電パワーテック0000022593 06-4705-8636 大企業府外

（東京都）京都府京都市中京区御池通り間之町東入高宮町206番地 御池ビル 代表取締役社長 高井昌史
株式会社紀伊國屋書店0000000876 221-3310 中小企業府外 （京都営業部長 千原旭）

（滋賀県）京都府京都市南区東九条松田町138番地2 代表取締役 福永悟
キノンビクス株式会社0000014640 634-8201 中小企業府外 （支店長 中井洋介）

キヤノンマーケティングジャパン （東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目 2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役 足立正親
0000023638 06-7739-2047 大企業府外 ト （支店長 北岡康人）株式会社

（大阪府）京都府京都市東山区鞘町通七条上る下堀詰町241番地6 スペリオン七条ビル 代表取締役 佐藤一男
株式会社教映社0000002778 531-5110 大企業府外

（支店長 佐藤一男）

京都府相楽郡精華町祝園正尺2番10 代表取締役 南邦彦
共立電業株式会社0000016062 0774-94-5502 中小企業市外

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通綾小路下ル二帖半敷町646番地 代表取締役 十河元太郎
協和テクノロジィズ株式会社0000003854 354-3400 中小企業府外 （所長 松本克嗣）

岡山県岡山市北区高柳西町1-23 代表取締役 友野泰志
株式会社議事録発行センター0000009177 086-255-1332 中小企業府外

クラリオンセールスアンドマーケ （埼玉県）大阪府吹田市豊津町12-14 代表取締役 近藤賢司
0000013997 06-4861-0100 大企業府外 （支店長 武田友宏）ティング株式会社

大阪府大阪市 平野区西脇 ２丁目12番26号 代表取締役社長 相薗岳生
株式会社交通電業社0000010351 06-6701-0111 中小企業府外

兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目3番8号 代表取締役 藤岡亮介
神戸綜合速記株式会社0000009210 078-321-2522 中小企業府外

（栃木県）京都府京都市左京区高野東開町15番地 代表取締役 中澤裕二
株式会社コジマ0000010353 075-707-9601 大企業府外 （店長 加藤竜治）

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

（和歌山県）和歌山県海南市南赤坂7番地1 代表取締役 村上恒夫
株式会社サイバーリンクス0000021957 073-484-3610 大企業府外 （支店長 比嘉克久）

愛知県名古屋市 千種区松軒 １丁目5番16号 代表取締役 真野幸明
株式会社シーエスエス総合舞台0000018138 052-711-2266 中小企業府外

大阪府吹田市江の木町20番10号 代表取締役 堤裕成
株式会社シーマ0000017319 06-6310-4100 中小企業府外

株式会社システムエンジニアリン 東京都台東区柳橋一丁目13番3号 代表取締役 田口純
0000022533 03-3866-3261 中小企業府外グ
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（兵庫県）滋賀県栗東市出庭2004-1 代表取締役 安藤和正
株式会社城山0000013059 077-599-1727 中小企業府外

（所長 今井貴介）

東京都渋谷区宇田川町2番1号 渋谷ホームズ６０３号 代表取締役 井口哲朗
ＪＳＣ株式会社0000021842 03-5456-1348 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル3F 代表取締役社長 櫻井俊一
株式会社ジェイコムウエスト0000019872 888-5010 中小企業府外 （局長 坂見嘉哉）

株式会社ＪＶＣケンウッド・公共 （神奈川県）大阪府大阪市福島区鷺洲１丁目11番19号 大阪福島セントラルビル4階 代表取締役 上原輝久
0000000312 06-6450-4632 大企業府外 （支店長 後藤智博）産業システム

大阪府大阪市北区末広町1番22号 代表取締役 小野謙治
ジャトー株式会社0000000331 06-6313-1351 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 ニッセイ新大阪ビル 代表取締役 大浦淳司
Ｓｋｙ株式会社0000010151 06-4807-6371 大企業府外

大阪府大阪市北区天神橋４丁目1番3号 代表取締役 浜口雅昭
株式会社ステップ0000018804 06-6356-8506 中小企業府外

（東京都）東京都品川区北品川五丁目11番3号 代表取締役 粂川滋
ソニーマーケティング株式会社0000018632 050-3809-1133 大企業府外

（統括部長 松崎直人）

大阪府吹田市広芝町17番8号 代表取締役 但馬裕二
太陽電機株式会社0000000439 06-6385-1051 中小企業府外

大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番19号 代表取締役 高木健
タカギエレクトロニクス株式会社0000005847 06-6209-3331 中小企業府外

大阪府大阪市 港区築港3-1-43 代表取締役 武仲秀晃
株式会社タケナカ0000019934 06-7174-8982 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 SD堺筋本町ビル7階 代表取締役 田中良一
田中電気株式会社0000019944 06-4705-9730 大企業府外 （支店長 小村光次）

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

兵庫県丹波市氷上町賀茂1457番地1 代表取締役 谷水ゆかり
谷水加工板工業株式会社0000023145 0795-82-2117 中小企業府外

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島２丁目2番2号 代表取締役社長 江森勲
都築電気株式会社0000001152 06-6204-7000 大企業府外 （ソリューションビジネス本部部長 田谷俊）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（愛知県）大阪府大阪市淀川区新北野３丁目８番２号 代表取締役社長 藤田祐三
株式会社トーエネック0000005179 06-6305-2181 大企業府外 （執行役員本部長 加藤憲二郎）

（大阪府）京都府京都市下京区五条通室町西入る東錺屋町173 高橋第６ビル３Ｆ 代表取締役 石井剛太
株式会社Ｔｏｏ大阪0000001535 341-4441 中小企業府外 （マネージャー 太田幸弘）

大阪府大阪市 西区西本町 １丁目12番7号 代表取締役 前田康博
東亜通信株式会社0000017352 06-6578-1428 中小企業府外
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（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 四条ＳＥＴビル8階 取締役社長 青木宏明
東光電気工事株式会社0000001699 213-4950 大企業府外

（所長 中根洋心）

東芝通信インフラシステムズ株式 （東京都）大阪府大阪市中央区本町四丁目２番１２号 代表取締役社長 近藤浩太郎
0000005849 06-6252-3512 大企業府外

（支店長 若村直紀）会社

（東京都）大阪府大阪市北区菅原町4番3号 代表取締役 宮坂秀雄
東陽工業株式会社0000023056 06-6362-9271 中小企業府外 （取締役支店長 藤谷康之）

（東京都）大阪府大阪市北区中崎西4丁目2番27号 代表取締役 新倉恵里子
株式会社東和エンジニアリング0000006439 06-6292-8555 中小企業府外 （支社長 河合慶二）

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

大阪府東大阪市御厨中１丁目１２番２８号 代表取締役 浅田英喜
ナニワ商事株式会社0000013943 06-6787-0737 中小企業府外

大阪府大阪市 浪速区日本橋5-10-20 代表取締役 志磨弘章
日栄無線株式会社0000018217 06-6634-5655 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338 京阪四条河原町ビル3 代表取締役 鈴木範夫
日興通信株式会社0000001730 371-4434 大企業府外 Ｆ （支社長 金丸昭彦）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島３丁目2番4号 代表取締役取締役社長 小林毅
株式会社ニッセイコム0000010021 06-7507-2255 中小企業府外 （常務執行役員事業部長 矢野修司）

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング 代表取締役執行役員社長 森田隆之
日本電気株式会社0000001582 253-6009 大企業府外 （京都支社長 林誠一）

日本エレクトロニツクシステムズ 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目5番15号 代表取締役社長 藤田佳宏
0000006572 06-6886-1133 中小企業府外株式会社

大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１８番１１号 代表取締役 石金正巳
株式会社日本ビジネス開発0000022509 06-6441-2207 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号 代表取締役取締役社長 小洗健
日本無線株式会社0000005851 06-6344-1643 大企業府外

（支社長 高柳亘孝）

大阪府大阪市 淀川区宮原 １丁目1番1号 新大阪阪急ビル 代表取締役 多田昌弘
株式会社ＮＥＸＴ0000019951 06-4807-6322 中小企業府外

大阪府大阪市中央区南船場１丁目11番9号 代表取締役 野木寿也
株式会社野木0000019962 06-6262-3142 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市浪速区難波中２丁目10番70号 代表取締役社長 中川雅寛
株式会社ノムラメディアス0000009607 06-6649-3336 中小企業府外 （事業所長 秋田昌彦）

大阪府大阪市中央区久太郎町１丁目6番29号 フォーキャスト堺筋本町10階 代表取締役 前田征道
株式会社ハートス0000005677 06-6265-2651 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5番41号 代表取締役執行役員社長 樋口泰行
パナソニックコネクト株式会社0000007021 06-6150-9370 大企業府外 （西日本社社長 山口和洋）

パナソニックコンシューマーマー （東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 ツイン２１ 代表取締役 宮地晋治
0000019786 06-4794-7002 大企業府外 （支社長 中島慎吾）ケティング株式会社

パナソニック防災システムズ株式 （東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 代表取締役 古西浩之
0000020905 06-6942-9041 中小企業府外 （支社長 山根浩司）会社
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山梨県甲府市富竹四丁目4番13号 代表取締役 板垣彰
東日本通商株式会社0000023240 055-260-7655 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 執行役社長 小島啓二
株式会社日立製作所0000005231 223-5611 大企業府外

（支店長 岸田聡）

（東京都）大阪府大阪市中央区北浜二丁目5番13号 北浜平和ビル7階 代表取締役社長 小林瑞夫
ヒビノスペーステック株式会社0000006356 06-6201-6677 中小企業府外 （所長 平澤良明）

大阪府大阪市北区大淀南1丁目10番2号 代表取締役 川村修吾
株式会社ピーエーシーウエスト0000014054 06-6225-8111 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

（神奈川県）神奈川県横浜市中区桜木町1-1 代表取締役 坂下智保
富士ソフト株式会社0000015607 050-3000-2739 大企業府外 （取締役執行役員営業本部本部長 森本真里）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

大阪府大阪市西区阿波座１丁目13-13 西本町中央ビル4階 代表取締役 天宅勲
株式会社プラグイン0000022658 06-6532-9430 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 代表取締役社長執行役員 山形明夫
ホーチキ株式会社0000016277 075-211-4376 大企業府外 （支社長 大野明一）

（石川県）滋賀県大津市瀬田６丁目3番19号 代表取締役社長 早川信之
株式会社ほくつう0000015233 077-543-1113 大企業府外 （支店長 和田直己）

京都府福知山市字天田391番地の乙 代表取締役 堀智章
株式会社堀通信0000015309 0773-22-1220 中小企業市外

（滋賀県）京都府京都市上京区今出川通寺町東入米屋町296番地 代表取締役 梅本栄司
有限会社マツヲ楽器0000013061 213-2882 中小企業府外 （京都支店長 梅本栄司）

（東京都）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46番地の1 代表取締役 矢野正也
丸善雄松堂株式会社0000008771 863-5321 大企業府外

（支店長 廣谷紀暁）

福井県福井市豊島２丁目6番7号 代表取締役 土谷秀靖
株式会社マルツ電波0000021536 0776-22-0464 中小企業府外

（福井県）京都府京都市 中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 京都御池第一生命ビル2 代表取締役社長 三谷 聡
三谷商事株式会社0000018814 343-0322 大企業府外 階 （所長 岡崎俊明）

三菱電機システムサービス株式会 （東京都）大阪府大阪市北区大淀中一丁目4番13号 代表取締役 山本雅之
0000006558 06-6454-3911 大企業府外 （取締役支社長 岡田英治）社

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外 （支店長 森田正樹）

京都府亀岡市西つつじケ丘美山台2丁目3番20-5号 代表取締役 村田雅昭
株式会社MURATA電工0000022223 0771-25-9239 中小企業市外

（群馬県）京都府京都市南区吉祥院大河原町27 代表取締役 上野善紀
株式会社ヤマダデンキ0000010540 326-4103 大企業府外 （所長 中山孝樹）

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島４丁目7番18号 代表取締役 平井智勇
ヤマハサウンドシステム株式会社0000000544 06-6301-7263 中小企業府外 （所長 岸本一史）
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（東京都）大阪府大阪市北区曽根崎２丁目5番10号 梅田パシフィックビルディング７Ｆ 代表取締役 飯田充男
八幡電気産業株式会社0000005104 06-6311-5681 中小企業府外

（大阪営業所長 平田勝）

（東京都）大阪府大阪市中央区高津315-2 大阪ビル本館 代表取締役社長 田村公正
株式会社ＵＳＥＮ0000021974 06-6643-8690 中小企業府外

（エンジニアセンター長 上田志朗）

株式会社ＵＳＥＮＩＣＴＳｏｌｕ 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 代表取締役 青柳陽一
0000023603 03-6823-7070 中小企業府外ｔｉｏｎｓ

株式会社ヨコモリ電池屋コーポレ 東京都渋谷区笹塚3-33-4 代表取締役 横森英俊
0000019128 03-3378-0156 中小企業府外ーション

東京都港区六本木６丁目15番21号 ハークス六本木ビル 代表取締役社長 分部至郎
株式会社レイ0000021316 03-5410-3861 大企業府外

（滋賀県）京都府京都市 中京区西ノ京小倉町4-11 取締役 大村崇
有限会社ＬＯＳｗｅｌｌ0000017442 203-0354 中小企業府外 （所長 中川雅貴）
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大阪府大阪市平野区加美鞍作一丁目6番19号 代表取締役 播磨正隆
アイコム株式会社0000011955 06-6793-5301 大企業府外

大阪府大阪市浪速区日本橋三丁目8番15号 代表取締役 小路山憲一
アイコム情報機器株式会社0000022650 06-6635-5701 中小企業府外

東京都千代田区一番町21番地 代表取締役 佐藤恒徳
株式会社アイティフォー0000018095 03-5275-7841 大企業府外

大阪府大阪市 北区東天満 １丁目6番6号 代表取締役 平内隆司
株式会社アイピー総研0000019876 06-6352-0806 中小企業府外

滋賀県守山市金森町917番地 代表取締役 青木高雄
アオキテクノ株式会社0000012765 077-583-0339 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜1-4-16 アクア堂島西館６F 代表取締役 渡邉浩司
株式会社アクシオ0000022043 06-6341-0940 大企業府外 （関西支店長 杉村淳一）

（滋賀県）京都府京都市下京区西木屋町通七条上る新日吉町124番地3 代表取締役 澤田和重
アケボノ特機株式会社0000015330 353-5637 中小企業府外

（京都営業所所長 武田健）

株式会社アコースティガイド・ジ 東京都港区北青山２丁目7番25号 代表取締役 菅原あゆみ
0000020551 03-5771-4081 中小企業府外ャパン

大阪府大阪市北区天満二丁目7番30号 代表取締役社長 村上博崇
朝日企業株式会社0000005051 06-6357-9873 中小企業府外

（愛知県）滋賀県長浜市宮司町76番地7 代表取締役 恒川賢太
朝日電気工業株式会社0000020939 0749-53-4607 中小企業府外 （所長 北村祐喜）

大阪府大阪市北区東天満2丁目7番12号 代表取締役 大嶋雄三
株式会社アステム0000008981 06-6242-6681 中小企業府外

東京都港区芝浦４丁目16番23号 代表取締役 木越健二
株式会社アセント0000007061 03-5419-6022 中小企業府外

（神奈川県）京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花町6番地 代表取締役 津田博之
アマノ株式会社0000013883 662-2171 大企業府外

（支店長 田中壮一）

（滋賀県）京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町11 代表取締役 増本敏幸
株式会社アヤハディオ0000023600 326-6700 大企業府外

（店長 鍵本純一）

（東京都）大阪府大阪市中央区本町2-5-7 代表取締役 長尾利彦
アライドテレシス株式会社0000018298 06-7639-2077 大企業府外 （関西中四国支社長 伊東大輔）

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート 東京都大田区山王一丁目3番5号 代表取締役 尻無濱秀治
0000015841 03-3773-2021 大企業府外株式会社

福岡県福岡市城南区飯倉1-6-25 代表取締役 古賀功一
株式会社あんしんサポート0000022831 092-843-1881 中小企業府外

（岐阜県）京都府京都市中京区烏丸通三条東入ル梅忠町24 代表取締役 熊本直樹
ａｎｄ株式会社0000023011 075-283-0617 中小企業府外 （所長 新井俊彦）

（東京都）大阪府吹田市広芝町9-6 代表取締役社長 清森洋祐
池上通信機株式会社0000005446 06-6389-4466 大企業府外 （支店長 関真生）

京都府宮津市字滝馬705番地 代表取締役 池田憲治
池田電気株式会社0000018118 0772-22-1312 中小企業市外
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兵庫県伊丹市中央５丁目5番10号 代表取締役 北嶋太郎
伊丹産業株式会社0000016732 072-783-0001 中小企業府外

大阪府大阪市 中央区平野町 ２丁目4番12号 平二ビル6Ｆ 代表取締役 櫛部隆行
伊藤喜ベストメイツ株式会社0000019262 06-6223-3739 中小企業府外

伊藤忠テクノソリューションズ株 （東京都）大阪府大阪市 北区梅田 三丁目1番3号 代表取締役社長 菊地哲
0000001693 06-6439-8200 大企業府外 （部長 松隈孝史）式会社

京都府福知山市篠尾新町３丁目３番地 代表取締役 井上大輔
井上株式会社0000015160 0773-23-3205 中小企業市外

イヨンインターナショナル株式会 東京都港区南青山一丁目1番1号 新青山ビル西館23階 代表取締役 原寛
0000021797 03-3470-1755 中小企業府外社

京都府向日市森本町 前田27番地10 代表取締役 和田正弘
株式会社インカム0000018091 925-0621 中小企業市外

（富山県）大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目6番29号 フォーキャスト堺筋本町ビル 代表取締役 北岡隆之
株式会社インテック0000016763 050-1702-0476 大企業府外

（部長 大和浩之）

東京都江東区木場五丁目8番40号 代表取締役 長岡秀樹
ウチダエスコ株式会社0000010095 03-5639-2221 大企業府外

株式会社エーティーエルシステム 山梨県甲府市太田町9番7号 代表取締役 佐藤公紀
0000020590 055-220-6456 中小企業府外ズ

千葉県柏市柏６丁目9番地18号 代表取締役社長 後藤秀樹
株式会社エーディエス0000022588 04-7160-2355 中小企業府外

滋賀県大津市観音寺2番2号 代表取締役 勝部伊織
株式会社エービー企画0000017436 077-522-1676 中小企業府外

北海道札幌市中央区北四条西７丁目1番地8 代表取締役執行役員社長 伊藤尚樹
株式会社ＨＢＡ0000020468 011-231-8301 大企業府外

株式会社ＨＹＳエンジニアリング （東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目2番22号 代表取締役 飯田一郎
0000006019 06-6947-5931 大企業府外

（支店長 小俣勇二）サービス

（愛知県）大阪府大阪市西淀川区出来島1-4-31 代表取締役 水谷靖
株式会社エクシング0000022619 06-6475-8230 大企業府外

（支店長 川井田繁樹）

東京都新宿区新宿六丁目27番30号 代表取締役 阿多親市
ＳＢテクノロジー株式会社0000019514 03-6892-3050 大企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町東入真町68 代表取締役 久保允誉
株式会社エディオン0000015814 213-6031 大企業府外 （店長 金子誠治）

ＮＥＣソリューションイノベータ （埼玉県）東京都江東区新木場一丁目18番7号 代表取締役 石井力
0000018162 03-5534-2625 大企業府外 （本部長 鈴木真人）株式会社

ＮＥＣネクサソリューションズ株 （東京都）大阪府大阪市中央区城見一丁目4番24号 代表取締役 木下孝彦
0000000656 06-6945-3617 大企業府外 （関西支社長 伊藤幸夫）式会社

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 代表取締役 牛島祐之
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社0000001649 256-8950 大企業府外 （支店長 壷内栄慈）

（東京都）京都府京都市中京区壬生坊城町24-1 （古川勘ビル） 代表取締役 鈴木浩
ＮＥＣフィールディング株式会社0000003855 812-5800 大企業府外 （京都支店長 川本清）
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ＮＥＣプラットフォームズ株式会 （東京都）大阪府大阪市西区新町１丁目13番3号 四ツ橋KFビル１２階 代表取締役執行役員社長 田熊範孝
0000006738 06-6538-8600 大企業府外

（支社長 溝端浩文）社

（東京都）大阪府大阪市中央区常盤町1-3-8 中央大通FNビル11F 代表取締役社長 野口周一
株式会社NHKテクノロジーズ0000000388 06-6966-0411 大企業府外

（総支社長 嶋田豊秋）

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 代表取締役社長 丸岡亨
0000007067 050-3811-9426 大企業府外ションズ株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・デー 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 代表取締役社長 本間洋
0000000510 03-5546-8202 大企業府外タ

エヌ・ティ・ティ・データ・カス （東京都）大阪府大阪市北区堂島三丁目1番21号 代表取締役社長 沖村幸彦
0000007068 06-6456-0205 大企業府外 （取締役執行役員西日本支社長 日高昭夫）タマサービス株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・デー 大阪府大阪市北区堂島三丁目1番21号 代表取締役社長 古田正雄
0000010280 050-5545-3101 大企業府外タ関西

株式会社エヌ・ティ・ティ・デー 石川県金沢市彦三町一丁目1番1号 代表取締役社長 高橋将樹
0000022535 076-224-4646 中小企業府外タ北陸

（東京都）大阪府大阪市北区梅田1-10-1 梅田ＤＴタワー 代表取締役 井伊基之
株式会社ＮＴＴドコモ0000009144 06-6457-8514 大企業府外

（支社長 齋藤武）

ＮＴＴビジネスソリューションズ （大阪府）京都府京都市中京区烏丸三条上ル場之町604 代表取締役社長 上原一郎
0000006331 075-253-0272 中小企業府外 （取締役 京都ビジネス営業部長 川田道靖）株式会社

（大阪府）大阪府大阪市都島区東野田町四丁目15番82号 代表取締役社長 桂一詞
株式会社ＮＴＴフィールドテクノ0000021518 06-6450-5000 中小企業府外 （取締役関西支店長 篠浦伸得）

（東京都）大阪府大阪市中央区瓦町４丁目4-7 おおきに御堂筋瓦町ビル 6階 代表取締役社長 齋藤清貴
エヌデック株式会社0000013685 06-6227-0355 中小企業府外 （大阪支店長 野田典秀）

（東京都）大阪府大阪市中央区平野町3丁目2番13号 平野町中央ビル 代表取締役 吉田俊範
荏原実業株式会社0000006001 06-6231-3171 大企業府外 （支社長 菊池桂司）

（大阪府）大阪府大阪市中央区伏見町４丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル8F 代表取締役 葉田順治
エレコム株式会社0000022695 0120-975-579 大企業府外

（法人関西支店支店長 嬉野欣秀）

（神奈川県）大阪府吹田市江坂町１丁目21番39号 土泰第一ビル203号 代表取締役 石田甲
大井電気株式会社0000015809 06-6388-6001 大企業府外

（支社長 佐々木康広）

東京都品川区東五反田2-1-10 代表取締役 石本裕章
大崎データテック株式会社0000021091 03-5447-2260 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町566-1 代表取締役社長 大塚裕司
株式会社大塚商会0000001098 252-6851 大企業府外 （支店長 宇野直基）

（東京都）大阪府大阪市中央区備後町2丁目6番8号 代表取締役 竹内敏尚
ＯＫＩクロステック株式会社0000001045 06-4705-2300 大企業府外 （関西支社長 鈴木良孝）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577番地2 代表取締役 森孝廣
沖電気工業株式会社0000000760 251-6620 大企業府外 （支店長 木下浩二）

（東京都）東京都港区新橋６丁目17番19号 代表取締役社長 坂井忠之
オフィス・メディア株式会社0000009163 03-3438-5581 中小企業府外 （チームマネージャー 小泉啓）

大阪府大阪市中央区城見2丁目1番5号 代表取締役社長 名部正彦
株式会社オプテージ0000006949 06-7501-8474 大企業府外
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オムロン ソーシアルソリューシ （東京都）大阪府大阪市福島区福島3丁目14番24号 代表取締役社長 細井俊夫
0000005256 06-6347-5852 大企業府外

（事業所長 中村太）ョンズ株式会社

（東京都）大阪府大阪市中央区松屋町7番7号 代表取締役 本橋伸幸
株式会社カナデン0000023167 06-6763-6800 大企業府外

（常務取締役支社長 守屋太）

（東京都）大阪府大阪市中央区淡路町３丁目1番9号 代表取締役社長執行役員 渡辺亮
兼松エレクトロニクス株式会社0000016759 06-6201-5547 大企業府外 （支社長 宮崎健司）

大阪府豊中市庄内東町６丁目7番8号 代表取締役 三條場英敏
関西軌器有限会社0000022653 06-6334-7416 中小企業府外

（東京都）大阪府吹田市江坂町１丁目23番5号 大同生命江坂第２ビル 代表取締役 神部雅人
神田通信機株式会社0000019890 06-6385-1431 大企業府外 （支店長 新川真吾）

大阪府大阪市中央区備後町３丁目6番2号 代表取締役社長 中島宏
株式会社関電パワーテック0000022593 06-4705-8636 大企業府外

愛媛県松山市三番町四丁目9番地5 代表取締役社長 別府幹雄
株式会社ガバメイツ0000022017 089-968-2075 大企業府外

大阪府大阪市天王寺区清水谷町4番12号 代表取締役 木内啓文
株式会社木内計測0000013853 06-6762-0864 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市下京区烏丸通松原上ル東側 代表取締役 井門一美
キステム株式会社0000001533 075-341-4248 中小企業府外 （支社長 藤沢敏孝）

（東京都）京都府京都市中京区御池通り間之町東入高宮町206番地 御池ビル 代表取締役社長 高井昌史
株式会社紀伊國屋書店0000000876 221-3310 中小企業府外 （京都営業部長 千原旭）

（滋賀県）京都府京都市南区東九条松田町138番地2 代表取締役 福永悟
キノンビクス株式会社0000014640 634-8201 中小企業府外 （支店長 中井洋介）

大阪府大阪市西区京町堀３丁目2-14 代表取締役 木村正和
キムラポンプシステム株式会社0000020215 06-7175-7344 中小企業府外

キヤノンマーケティングジャパン （東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目 2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役 足立正親
0000023638 06-7739-2047 大企業府外 ト （支店長 北岡康人）株式会社

（大阪府）京都府京都市東山区鞘町通七条上る下堀詰町241番地6 スペリオン七条ビル 代表取締役 佐藤一男
株式会社教映社0000002778 531-5110 大企業府外

（支店長 佐藤一男）

（神奈川県）大阪府大阪市北区浪花町14番25号 ＫＲＤ天六ビル 代表取締役社長執行役員 國澤良治
株式会社京三製作所0000005225 06-6374-2552 大企業府外 （常務執行役員大阪支社長 園田博）

京都府相楽郡精華町祝園正尺2番10 代表取締役 南邦彦
共立電業株式会社0000016062 0774-94-5502 中小企業市外

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通綾小路下ル二帖半敷町646番地 代表取締役 十河元太郎
協和テクノロジィズ株式会社0000003854 354-3400 中小企業府外 （所長 松本克嗣）

（東京都）大阪府大阪市北区野崎町7番8号 梅田パークビル 代表取締役 田中義一
株式会社共和電業0000005868 06-6315-6761 大企業府外 （所長 池田雄司）

（大阪府）大阪府大阪市浪速区敷津東１丁目2番47号 代表取締役社長 亀井洋司
クボタエイトサービス株式会社0000010333 06-6648-2903 中小企業府外 （本部長 岡誠）

（東京都）京都府京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町713 代表取締役 渡邉秀隆
株式会社クマヒラ0000008661 361-5411 大企業府外 （支店長 松田敏之）
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（東京都）大阪府大阪市中央区本町2丁目1番6号 代表取締役 倉本朝晴
株式会社倉本産業0000000372 06-6734-3110 中小企業府外

（支店長 森田克正）

クラリオンセールスアンドマーケ （埼玉県）大阪府吹田市豊津町12-14 代表取締役 近藤賢司
0000013997 06-4861-0100 大企業府外

（支店長 武田友宏）ティング株式会社

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１丁目14番12号 代表取締役 杉本健司
グリーンブルー株式会社0000014686 045-322-1011 中小企業府外

東京都港区虎ノ門４丁目2番12号 代表取締役 高柳公康
株式会社ケー・デー・シー0000017249 03-5733-5111 中小企業府外

兵庫県神戸市中央区新港町8番2号 代表取締役 粟田隆央
慧通信技術工業株式会社0000019871 078-335-0882 中小企業府外

ＫＤＤＩまとめてオフィス関西株 （大阪府）京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634 カラスマプラザ21 代表取締役社長 山口明彦
0000019537 252-0077 大企業府外 （ソリューション京都支店長 辻井潤一）式会社

（東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目2番72号 代表取締役社長 高橋誠
ＫＤＤＩ株式会社0000011903 06-7177-0076 大企業府外

（支社長 物江信明）

大阪府大阪市浪速区幸町二丁目3番14号 代表取締役 入口正夫
京阪通信工業株式会社0000017509 06-6562-4831 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680番地 代表取締役社長 中村哲己
株式会社建設技術研究所0000007310 075-353-7088 大企業府外 （所長 秋月憲夫）

（静岡県）大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル 代表取締役 廣瀬仁士
コイト電工株式会社0000005423 06-6367-2400 中小企業府外 （支店長 中川修）

大阪府大阪市 平野区西脇 ２丁目12番26号 代表取締役社長 相薗岳生
株式会社交通電業社0000010351 06-6701-0111 中小企業府外

兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目3番8号 代表取締役 藤岡亮介
神戸綜合速記株式会社0000009210 078-321-2522 中小企業府外

大阪府吹田市江の木町20番15号 代表取締役社長 篠原政治
向洋電機株式会社0000015243 06-6358-5311 中小企業府外

（栃木県）京都府京都市左京区高野東開町15番地 代表取締役 中澤裕二
株式会社コジマ0000010353 075-707-9601 大企業府外

（店長 加藤竜治）

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市西区西本町2丁目3-10 代表取締役 大須賀健
コニカミノルタジャパン株式会社0000018268 06-6110-0633 大企業府外 （官公庁営業部長 畑山雄一）

山梨県甲斐市西八幡4281番地4 代表取締役 秋山学
株式会社コンピュータムーブ0000022033 055-279-2731 中小企業府外

（和歌山県）和歌山県海南市南赤坂7番地1 代表取締役 村上恒夫
株式会社サイバーリンクス0000021957 073-484-3610 大企業府外 （支店長 比嘉克久）

京都府城陽市久世芝ケ原91番地の3 代表取締役 西島栄治
栄建設工業株式会社0000023234 0774-55-5430 中小企業市外

京都府舞鶴市字寺内3番地の5 代表取締役 佐古田政彰
株式会社佐古田電機0000019305 0773-75-3290 中小企業市外
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東京都中野区中央一丁目38番1号-2107 代表取締役 六川和樹
株式会社サムライコネクション0000020148 03-3371-5317 中小企業府外

（埼玉県）大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号 明治安田生命大阪梅田ビル 代表取締役 和田節
サンケン電気株式会社0000005731 06-6450-4400 大企業府外

（大阪支店長 野口敏雄）

（東京都）大阪府大阪市西区江戸堀１丁目3番3号 代表取締役 塩谷徹
株式会社サンテレコムジャパン0000019924 06-6443-3325 中小企業府外 （所長 湯之戸優一）

大阪府大阪市中央区北久宝寺町１丁目9番1号 代表取締役 岸村智志
三和通信工業株式会社0000016609 06-6266-3211 中小企業府外

（愛知県）大阪府吹田市豊津町13-18 代表取締役 加悦保之
株式会社シーエスイー0000017229 06-6339-5090 中小企業府外 （関西支社長 清村一弘）

大阪府吹田市江の木町20番10号 代表取締役 堤裕成
株式会社シーマ0000017319 06-6310-4100 中小企業府外

株式会社システムエンジニアリン 東京都台東区柳橋一丁目13番3号 代表取締役 田口純
0000022533 03-3866-3261 中小企業府外グ

東京都港区芝浦１丁目1-1 浜松町ビルディング28階 代表取締役 岩瀬弘明
株式会社システムシンク0000021594 03-6453-9701 中小企業府外

（兵庫県）京都府福知山市南本町210-18 ＫＲＢＬＤＧ 2F 代表取締役 山田良作
株式会社システムリサーチ0000018718 0773-24-3301 中小企業府外 （支店長 足立和明）

（東京都）大阪府大阪市城東区東中浜8丁目3番20号 代表取締役 細萱直人
シチズンＴＩＣ株式会社0000000676 06-6961-8663 中小企業府外 （支店長 河本良三）

沖縄県宜野湾市大山七丁目10番14号 3階 代表取締役 下地勝也
株式会社シナジー0000022592 098-988-0184 中小企業府外

東京都港区麻布台２丁目４番５号 メソニック３９ＭＴビル 代表取締役 丹下大
株式会社ＳＨＩＦＴ0000023374 03-6809-1128 中小企業府外

シャープマーケティングジャパン （大阪府）大阪府八尾市北亀井町三丁目1番72号 代表取締役 中山藤一
0000013915 050-5444-7853 大企業府外

（取締役 美甘將雄）株式会社

大阪府大阪市北区中津一丁目2番21号 共栄ファイブビル1階 代表取締役 中村昌弘
有限会社ショウワ商会0000020136 06-6375-1105 中小企業府外

（兵庫県）滋賀県栗東市出庭2004-1 代表取締役 安藤和正
株式会社城山0000013059 077-599-1727 中小企業府外 （所長 今井貴介）

シンフォニアテクノロジー株式会 （東京都）大阪府大阪市北区曽根崎２丁目12番7号 代表取締役 平野新一
0000005914 06-6365-1925 大企業府外 （大阪支社長 中島慎二）社

（東京都）大阪府大阪市 淀川区三国本町 二丁目1番3号 代表取締役社長 戸塚隆
株式会社新陽社0000005464 06-6394-9901 中小企業府外 （支店長 増田裕）

大阪府大阪市 淀川区西中島 ３丁目9番12号 空研ビル 代表取締役 塩見一夫
株式会社ジーン0000020465 06-6309-4051 中小企業府外

（兵庫県）兵庫県尼崎市潮江１丁目1番33号 代表取締役社長 加川裕治郎
株式会社ＪＲ西日本テクシア0000017530 06-6496-6522 大企業府外 （常務取締役ＩＣシステム本部長 佐藤信）

東京都中央区銀座四丁目9番5号 代表取締役 斎藤義憲
株式会社ジェイ・アンド・ワイ0000023138 03-5524-6005 中小企業府外
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（大阪府）京都府京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル3F 代表取締役社長 櫻井俊一
株式会社ジェイコムウエスト0000019872 888-5010 中小企業府外

（局長 坂見嘉哉）

ＪＳＡＴ ＭＯＢＩＬＥ Ｃｏｍ 東京都港区虎ノ門5-11-2 オランダヒルズ森タワー 代表取締役 小池克明
0000020500 03-6459-1170 中小企業府外ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ株式会社

（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外 （所長 猿橋生久）

（神奈川県）神奈川県横浜市緑区白山116-2 代表取締役 江口祥一郎
株式会社ＪＶＣケンウッド0000008388 045-939-7046 大企業府外 （営業部長 坂本卓也）

株式会社ＪＶＣケンウッド・公共 （神奈川県）大阪府大阪市福島区鷺洲１丁目11番19号 大阪福島セントラルビル4階 代表取締役 上原輝久
0000000312 06-6450-4632 大企業府外 （支店長 後藤智博）産業システム

大阪府大阪市北区末広町1番22号 代表取締役 小野謙治
ジャトー株式会社0000000331 06-6313-1351 中小企業府外

東京都品川区南品川2丁目7-18 代表取締役 星野信一
株式会社ジャパンエニックス0000010149 03-5715-2351 中小企業府外

東京都港区芝浦3丁目11番13号 代表取締役 間瀬雷奈
株式会社ジャパン・エモーション0000023694 03-5444-1188 中小企業府外

（東京都）東京都新宿区四谷４丁目1番地 代表取締役 阿部俊之
株式会社ジャムコ0000015244 03-5369-6620 大企業府外 （営業部長 矢野正登）

（大阪府）大阪府大阪市浪速区日本橋五丁目1番11号 代表取締役 金谷隆平
上新電機株式会社0000015628 06-6634-0911 大企業府外 （部長 村上斉）

（東京都）京都府京都市下京区大宮通仏光寺下ル五坊大宮町80番地 代表取締役 荒居新蔵
株式会社スイタ情報システム0000003802 803-0456 中小企業府外 （支社長 河村吉則）

スキルインフォメーションズ株式 大阪府大阪市 東淀川区東中島 １丁目17番26号 スキルインフォメーションズビル 代表取締役 杉本浩
0000018267 06-6320-4199 中小企業府外会社

（大阪府）大阪府大阪市中央区道修町三丁目6番1号 京阪神御堂筋ビル14階 代表執行役 渋谷順
株式会社スマートバリュー0000019316 06-6227-5563 大企業府外

（Ｄｉｖ Ｍａｎａｇｅｒ 大脇正人）

セイコータイムクリエーション株 （東京都）大阪府大阪市中央区南船場2-7-26 代表取締役社長 萩原健二
0000006352 06-4705-9311 大企業府外

（所長 大田英樹）式会社

（兵庫県）大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号 代表取締役 西井希伊
西菱電機株式会社0000012731 06-4797-7601 大企業府外 （支社長 川端真史）

（京都府）京都府京都市伏見区竹田西桶ノ井町39 代表取締役 増山晃章
星和電機株式会社0000005400 621-0570 大企業市外 （所長 長柄尚男）

（東京都）京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579番地 五条堀川ビル２階 代表取締役 栢木伊久二
綜合警備保障株式会社0000001569 343-5171 大企業府外 （支社長 山下和弘）

（東京都）東京都品川区北品川五丁目11番3号 代表取締役 粂川滋
ソニーマーケティング株式会社0000018632 050-3809-1133 大企業府外 （統括部長 松崎直人）

東京都港区海岸一丁目7番1号 代表取締役 今井康之
ソフトバンク株式会社0000019570 03-6889-2699 大企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1 京都フコク生命四条柳馬場 代表取締役社長 小林義和
ソレキア株式会社0000008796 255-2617 大企業府外 ビル7Ｆ （支店長 中崎守）
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大阪府吹田市広芝町17番8号 代表取締役 但馬裕二
太陽電機株式会社0000000439 06-6385-1051 中小企業府外

大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番19号 代表取締役 高木健
タカギエレクトロニクス株式会社0000005847 06-6209-3331 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外 （執行役員店長 田原和也）

大阪府大阪市 港区築港3-1-43 代表取締役 武仲秀晃
株式会社タケナカ0000019934 06-7174-8982 中小企業府外

富山県富山市下番３０番地 代表取締役 水口勝史
立山科学株式会社0000023120 076-483-4586 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 SD堺筋本町ビル7階 代表取締役 田中良一
田中電気株式会社0000019944 06-4705-9730 大企業府外 （支店長 小村光次）

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区三国本町二丁目1番3号 代表取締役社長 佐藤盛三
大同信号株式会社0000005296 06-7668-0741 大企業府外

（支店長 豊嶋昭年）

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

（大阪府）東京都港区芝2丁目5番10号 芝公園ＮＤビル 代表取締役社長 林成則
中央コンピューター株式会社0000013999 03-5440-1680 中小企業府外 （ソリューションビジネス本部長 長尾久）

（北海道）大阪府大阪市淀川区宮原１丁目1番1号 代表取締役 楠美宗城
株式会社通電技術0000021517 06-7662-9103 中小企業府外 （所長 高橋博靖）

（東京都）京都府京都市中京区壬生坊城町24-1 代表取締役社長 磯部浩
都築テクノサービス株式会社0000001117 812-4012 大企業府外 （支店長 東井雄二朗）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島２丁目2番2号 代表取締役社長 江森勲
都築電気株式会社0000001152 06-6204-7000 大企業府外

（ソリューションビジネス本部部長 田谷俊）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜一丁目2番1号 代表取締役 岡本安史
ＴＩＳ株式会社0000007487 06-4796-3093 大企業府外 （代表取締役副社長執行役員 柳井城作）

株式会社テリロジーサービスウェ 東京都千代田区九段北１丁目13番地5号 代表取締役 甲賀武
0000022235 03-4550-0556 中小企業府外ア

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

東京都千代田区五番町6番地2号 代表取締役 吉竹雄次
株式会社テレコムスクエア0000022626 03-3239-2333 中小企業府外

（兵庫県）京都府京都市南区東九条西山王町11 白川ビル2 5階 代表取締役社長 長代輝彦
ＤＸアンテナ株式会社0000005346 320-4118 大企業府外 （所長 中谷寛）

（愛知県）大阪府大阪市淀川区新北野３丁目８番２号 代表取締役社長 藤田祐三
株式会社トーエネック0000005179 06-6305-2181 大企業府外 （執行役員本部長 加藤憲二郎）
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（愛知県）大阪府大阪市北区堂島2-1-31 京阪堂島ビル9F 代表取締役 坂井幸治
トーテックアメニティ株式会社0000017226 06-6147-2100 中小企業府外

（所長 大橋卓也）

（大阪府）京都府京都市下京区五条通室町西入る東錺屋町173 高橋第６ビル３Ｆ 代表取締役 石井剛太
株式会社Ｔｏｏ大阪0000001535 341-4441 中小企業府外

（マネージャー 太田幸弘）

大阪府大阪市 西区西本町 １丁目12番7号 代表取締役 前田康博
東亜通信株式会社0000017352 06-6578-1428 中小企業府外

神奈川県川崎市中原区今井上町11番21号 代表取締役 村田和夫
東急テクノシステム株式会社0000018248 044-733-4211 大企業府外

東京コンピュータサービス株式会 （東京都）京都府京都市下京区東塩小路町734 中信駅前ビル 代表取締役社長 高山芳之
0000015939 353-8411 中小企業府外 （京都支店長 瀬崎知博）社

東京都港区西新橋２丁目35番2号 代表取締役 清野英俊
東京テレメッセージ株式会社0000021030 03-5733-0247 中小企業府外

埼玉県さいたま市 大宮区東町 １丁目36番1号 代表取締役 斎藤秀晴
株式会社東建エンジニアリング0000018127 048-657-3511 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 四条ＳＥＴビル8階 取締役社長 青木宏明
東光電気工事株式会社0000001699 213-4950 大企業府外

（所長 中根洋心）

（神奈川県）大阪府大阪市北区角田町8-1 代表取締役社長 今野貴之
東芝インフラシステムズ株式会社0000005968 06-6130-2215 大企業府外 （関西支社長 江尻昌弘）

東芝通信インフラシステムズ株式 （東京都）大阪府大阪市中央区本町四丁目２番１２号 代表取締役社長 近藤浩太郎
0000005849 06-6252-3512 大企業府外 （支店長 若村直紀）会社

東芝デジタルソリューションズ株 （神奈川県）大阪府大阪市北区大淀中1-1-30 代表取締役 岡田俊輔
0000010428 06-6455-2315 大企業府外 （支社長 富岡賢一）式会社

（三重県）愛知県名古屋市西区名駅二丁目27番8号 名古屋プライムセントラルタワー8階 代表取締役 山本文彦
株式会社東名0000022640 052-587-2080 大企業府外 （ネットワークソリューション事業部統括部長）

（東京都）大阪府大阪市北区菅原町4番3号 代表取締役 宮坂秀雄
東陽工業株式会社0000023056 06-6362-9271 中小企業府外

（取締役支店長 藤谷康之）

（東京都）大阪府大阪市西区阿波座2-2-18 大阪西本町ビル11階 代表取締役 六車徹
東洋通信工業株式会社0000015201 06-4390-7000 中小企業府外

（支店長 天道史一）

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

（福井県）京都府京都市下京区東堀川通下魚の棚下る鎌屋町39-1 代表取締役 酒井貞美
轟産業株式会社0000018780 361-4291 大企業府外 （取締役支店長 三井政敏）

（愛知県）大阪府大阪市福島区海老江6丁目6番7号 代表取締役 服部高明
名古屋電機工業株式会社0000006012 06-6453-2401 大企業府外 （支社長 蓮田英児）

大阪府東大阪市御厨中１丁目１２番２８号 代表取締役 浅田英喜
ナニワ商事株式会社0000013943 06-6787-0737 中小企業府外

大阪府大阪市浪速区日本橋西２丁目8番3号 伸和ビル３階 代表取締役 大前良平
南海電設株式会社0000007005 06-6643-0181 中小企業府外

大阪府大阪市 北区曽根崎新地 １丁目4-20 代表取締役 山川太志
株式会社ニーズ0000019566 06-6346-6393 中小企業府外
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新潟県新潟市中央区上所中三丁目14番8号 代表取締役 梶山美佐男
新潟通信機株式会社0000006222 025-282-1800 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区烏丸三条上ル場之町604 代表取締役社長 森林正彰
西日本電信電話株式会社0000005746 255-9070 大企業府外

（支店長 重田敦史）

（福岡県）大阪府大阪市淀川区宮原４丁目3番12号 代表取締役社長 山科秀之
ニシム電子工業株式会社0000020270 06-6392-5288 大企業府外 （支店長 古賀孝平）

大阪府大阪市 浪速区日本橋5-10-20 代表取締役 志磨弘章
日栄無線株式会社0000018217 06-6634-5655 中小企業府外

（兵庫県）京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町5番地 代表取締役社長 藤縄修平
株式会社日興商会0000008853 643-4550 大企業府外 （支店長 平塚郁）

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338 京阪四条河原町ビル3 代表取締役 鈴木範夫
日興通信株式会社0000001730 371-4434 大企業府外 Ｆ （支社長 金丸昭彦）

（東京都）大阪府大阪市北区梅田三丁目3番10号 代表取締役社長 寺西清一
日商エレクトロニクス株式会社0000008466 06-7506-9400 大企業府外

（関西支社長 下井田智康）

（東京都）大阪府大阪市中央区瓦町1-6-10 代表取締役 高野利男
日信電子サービス株式会社0000013505 06-4707-6511 大企業府外

（支社長 小田康晴）

（大阪府）京都府京都市中京区御池通西洞院東入橋之町741-3 代表取締役 竹田仁茂
日新ネットワークス株式会社0000001047 241-0251 中小企業府外 （京都支店長 松山寿博）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島３丁目2番4号 代表取締役取締役社長 小林毅
株式会社ニッセイコム0000010021 06-7507-2255 中小企業府外 （常務執行役員事業部長 矢野修司）

（東京都）大阪府大阪市住之江区南港北２丁目1番10号 ＡＴＣビルＩＴＭ棟７階 代表取締役社長 加賀谷卓
日本コムシス株式会社0000006104 06-6946-5548 大企業府外 （取締役常務執行役員関西支店長 古堅一成）

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング 代表取締役執行役員社長 森田隆之
日本電気株式会社0000001582 253-6009 大企業府外 （京都支社長 林誠一）

大阪府大阪市港区磯路二丁目21番1号 代表取締役社長 戸谷典嗣
日本電通株式会社0000005193 06-6577-4121 大企業府外

日本エレクトロニツクシステムズ 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目5番15号 代表取締役社長 藤田佳宏
0000006572 06-6886-1133 中小企業府外株式会社

（愛知県）滋賀県東近江市中小路町551番地1 代表取締役 牧志龍男
日本エンヂニヤ株式会社0000022078 0748-20-1670 中小企業府外 （滋賀営業所長 浅見広人）

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 代表理事 会長 春田謙
一般財団法人日本気象協会0000000291 06-6266-8421 大企業府外 （関西支社長 櫻井康博）

一般財団法人日本消防設備安全セ 東京都港区西新橋三丁目7番1号 理事長 北崎秀一
0000008060 03-5422-1491 中小企業府外ンター

東京都千代田区内神田二丁目3番4号 有楽町電気ビル北館 代表取締役社長 高部文宏
日本通信ネットワーク株式会社0000019949 03-6206-9330 大企業府外

日本テクニカル・サービス株式会 東京都世田谷区池尻3丁目10番3号 代表取締役 米谷恭児
0000007016 03-3413-8554 中小企業府外社

（東京都）大阪府大阪市北区中之島六丁目2番40号 代表取締役 島田良介
日本電技株式会社0000000488 06-6447-0721 大企業府外 （支店長 八木浩一）
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大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１８番１１号 代表取締役 石金正巳
株式会社日本ビジネス開発0000022509 06-6441-2207 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号 代表取締役取締役社長 小洗健
日本無線株式会社0000005851 06-6344-1643 大企業府外

（支社長 高柳亘孝）

（愛知県）大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目2番3号 EDGE心斎橋ビル12F 代表取締役 大塚惠司
日本メディアシステム株式会社0000022894 06-4963-3357 大企業府外 （支店長 田中謙吾）

（東京都）東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー 代表取締役 竹下隆史
ネットワンシステムズ株式会社0000007249 03-6256-0600 大企業府外 （執行役員西日本事業本部長 畠山大輔）

大阪府大阪市中央区南船場１丁目11番9号 代表取締役 野木寿也
株式会社野木0000019962 06-6262-3142 中小企業府外

（東京都）大阪府八尾市東太子2丁目1番46号 代表取締役 野口修
野口株式会社0000014610 072-991-1036 中小企業府外 （所長 野口美樹）

東京都千代田区大手町一丁目9番2号 代表取締役社長 此本臣吾
株式会社野村総合研究所0000007533 03-5533-2111 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市浪速区難波中２丁目10番70号 代表取締役社長 中川雅寛
株式会社ノムラメディアス0000009607 06-6649-3336 中小企業府外

（事業所長 秋田昌彦）

愛知県名古屋市千種区青柳町5丁目6番地 代表取締役 平林貴
ＨＡＲＶＥＹ株式会社0000021106 052-744-1760 中小企業府外

大阪府大阪市中央区久太郎町１丁目6番29号 フォーキャスト堺筋本町10階 代表取締役 前田征道
株式会社ハートス0000005677 06-6265-2651 中小企業府外

（東京都）東京都渋谷区神宮前2丁目34番地17号 住友不動産原宿ビル5階 代表取締役 蓮田健一
株式会社ｈａｃｏｍｏｎｏ0000023616 03-6778-4949 中小企業府外 （公共担当 上村祐介）

パーソルワークスデザイン株式会 東京都豊島区池袋2-65-18 代表取締役 平林由義
0000020488 03-6907-4481 大企業府外社

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5番41号 代表取締役執行役員社長 樋口泰行
パナソニックコネクト株式会社0000007021 06-6150-9370 大企業府外

（西日本社社長 山口和洋）

パナソニックコンシューマーマー （東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 ツイン２１ 代表取締役 宮地晋治
0000019786 06-4794-7002 大企業府外

（支社長 中島慎吾）ケティング株式会社

山梨県甲府市富竹四丁目4番13号 代表取締役 板垣彰
東日本通商株式会社0000023240 055-260-7655 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区城見二丁目2番22号 代表取締役 佐久間嘉一郎
株式会社日立国際電気0000005352 06-6920-6320 大企業府外 （支社長 藤原千嘉）

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜１丁目2番1号 代表取締役取締役社長 柴原節男
株式会社日立システムズ0000008248 06-6147-2894 大企業府外 （支社長 大村勉）

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 執行役社長 小島啓二
株式会社日立製作所0000005231 223-5611 大企業府外 （支店長 岸田聡）

株式会社日立ソリューションズ西 （広島県）福岡県福岡市早良区百道浜二丁目1番1号 代表取締役 久保田健二
0000021090 092-844-0010 大企業府外 （営業本部長 岡田孝司）日本

東京都新宿区新宿2-16-6 新宿イーストスクエアビル3F/4F 代表取締役 板垣瑞樹
株式会社HUMAN LIFE0000022866 03-6384-1863 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0010 電気機械・器具
0006 電気通信機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）大阪府大阪市中央区高麗橋３丁目2番7号 ORIX高麗橋ビル4階 代表取締役 鈴木正之
株式会社ピーエスシー0000022364 06-4707-7148 中小企業府外

（事業本部長 石田卓士）

大阪府摂津市鳥飼銘木町15番21号 代表取締役 堀本和幸
株式会社ピーシー販売0000017664 072-653-3201 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

（神奈川県）神奈川県横浜市中区桜木町1-1 代表取締役 坂下智保
富士ソフト株式会社0000015607 050-3000-2739 大企業府外 （取締役執行役員営業本部本部長 森本真里）

（東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目2番6号 代表取締役社長 小林俊範
株式会社富士通エフサス0000001102 06-6755-4200 大企業府外 （本部長 小柳誠二）

（東京都）京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1 京都フコク生命四条柳馬場 代表取締役社長 砂田敬之
富士通Ｊａｐａｎ株式会社0000001101 252-9780 大企業府外 ビル （支社長 永留博愛）

（神奈川県）大阪府松原市西野々 ２丁目1番45号 代表取締役 斎藤悦郎
株式会社富士通ゼネラル0000006020 072-333-9000 大企業府外

（部長 中村裕一郎）

富士通ソーシャルライフシステム （神奈川県）神奈川県川崎市中原区下小田中 ２丁目12番5号 富士通中原ビル 代表取締役社長 田中政法
0000000355 044-754-4142 中小企業府外

（営業部長 岩里佳宣）ズ株式会社

富士通ネットワークソリューショ （神奈川県）大阪府大阪市西区江戸堀一丁目5番16号 代表取締役社長 志真哲夫
0000001103 092-707-5630 大企業府外 （関西エリア統括部長補佐 川上等）ンズ株式会社

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3番1号 代表取締役 近藤史郎
富士電機株式会社0000005858 06-7166-7300 大企業府外 （支社長 前田一樹）

富士電機ＩＴソリューション株式 （東京都）京都府京都市中京区室町御池下ル円福寺町342-1 代表取締役社長 及川弘
0000008438 256-7160 大企業府外 （支店長 田丸哲也）会社

（滋賀県）滋賀県大津市京町３丁目4-12 代表取締役 藤野滋
藤野商事株式会社0000021564 077-535-9123 中小企業府外 （支店長 吉野隆文）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535 日土地京都ビル 代表取締役 有冨英治
扶桑電通株式会社0000008375 255-0921 大企業府外

（所長 寺西達）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（大阪府）京都府京都市右京区西院久田町100 代表取締役 横田好明
株式会社扶洋0000005375 311-2411 大企業府外 （所長 成重政俊）

大阪府大阪市西区阿波座１丁目13-13 西本町中央ビル4階 代表取締役 天宅勲
株式会社プラグイン0000022658 06-6532-9430 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 代表取締役社長執行役員 山形明夫
ホーチキ株式会社0000016277 075-211-4376 大企業府外 （支社長 大野明一）

（石川県）滋賀県大津市瀬田６丁目3番19号 代表取締役社長 早川信之
株式会社ほくつう0000015233 077-543-1113 大企業府外 （支店長 和田直己）

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外

京都府福知山市字天田391番地の乙 代表取締役 堀智章
株式会社堀通信0000015309 0773-22-1220 中小企業市外
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大阪府大阪市 北区梅田 ３丁目4番5号 代表取締役社長 上村武
株式会社マコト電気0000007125 06-7175-7950 大企業府外

（愛知県）大阪府大阪市中央区淡路町1-6-9 堺筋サテライトビル4Ｆ 代表取締役 端山佳誠
マスプロ電工株式会社0000003010 06-6233-2322 大企業府外

（支店長 勝永瑞樹）

福井県福井市豊島２丁目6番7号 代表取締役 土谷秀靖
株式会社マルツ電波0000021536 0776-22-0464 中小企業府外

（福井県）京都府京都市 中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 京都御池第一生命ビル2 代表取締役社長 三谷 聡
三谷商事株式会社0000018814 343-0322 大企業府外 階 （所長 岡崎俊明）

（千葉県）大阪府大阪市淀川区西中島1丁目11番16号 代表取締役社長 森重利文
三井Ｅ＆Ｓシステム技研株式会社0000008727 06-6886-0288 大企業府外 （営業本部西日本営業統括部第一営業部長 森）

三井共同建設コンサルタント株式 （東京都）京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535番地 代表取締役社長 中野宇助
0000007426 253-6471 大企業府外 （所長 眞鍋岳志）会社

（東京都）大阪府大阪市 北区中之島2-3-33 大阪三井物産ビル6階 代表取締役社長 小日山功
三井情報株式会社0000015356 06-6205-3036 大企業府外

（本部長 吉澤比呂志）

（東京都）京都府京都市下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町608-9 代表執行役 漆間啓
三菱電機株式会社0000005048 361-2198 大企業府外

（支店長 公文龍男）

三菱電機システムサービス株式会 （東京都）大阪府大阪市北区大淀中一丁目4番13号 代表取締役 山本雅之
0000006558 06-6454-3911 大企業府外 （取締役支社長 岡田英治）社

三菱電機プラントエンジニアリン （東京都）大阪府大阪市北区堂島２丁目2番2号 代表取締役 市川誠
0000005986 06-6131-6613 大企業府外 （常務執行役員西日本本部長 岡本幸文）グ株式会社

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外 （支店長 森田正樹）

（東京都）大阪府大阪市中央区瓦町３丁目1番15号 代表取締役 藤本聖二
三菱プレシジョン株式会社0000000307 06-6484-7206 大企業府外 （支社長 安達洋二）

（東京都）京都府京都市伏見区横大路天王前52-1 代表取締役社長 中山俊樹
株式会社ミライト0000013677 644-9235 大企業府外

（支店長 岡崎紀彦）

株式会社ミライト・テクノロジー （大阪府）京都府京都市南区上鳥羽菅田町5番地 代表取締役 遠竹泰
0000006059 366-4111 大企業府外

（支店長 安達俊雄）ズ

京都府亀岡市西つつじケ丘美山台2丁目3番20-5号 代表取締役 村田雅昭
株式会社MURATA電工0000022223 0771-25-9239 中小企業市外

（群馬県）大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号 代表取締役社長 夏村匡
明星電気株式会社0000006562 06-7730-9848 大企業府外 （支店長 平野一也）

（東京都）兵庫県尼崎市西長洲町 １丁目1番1号 取締役社長 栗原克己
株式会社明電エンジニアリング0000018766 06-6487-4953 大企業府外 （取締役支社長 原正紀）

（東京都）大阪府大阪市中央区瓦町４丁目2番14号 執行役員社長 三井田健
株式会社明電舎0000005057 06-6203-6390 大企業府外 （執行役員支社長 松下法隆）

明電ファシリティサービス株式会 （東京都）大阪府大阪市中央区瓦町四丁目2番14号 代表取締役 椿原正浩
0000009859 06-6203-6595 大企業府外 （支店長 水原和夫）社

（東京都）大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル 代表取締役社長 山口賢二
メタウォーター株式会社0000006372 06-7709-9503 大企業府外 （部長 田沼剛）
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内容別名簿（物品関係）市外
0010 電気機械・器具
0006 電気通信機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

福岡県福岡市中央区大名２丁目9-35 トウセン天神ビル8F 代表取締役 黒木英隆
株式会社メディエイター0000020199 092-738-0900 中小企業府外

東京都中央区築地２丁目1番17号 代表取締役 古賀広幸
株式会社モバイル・プランニング0000023108 03-5649-7181 中小企業府外

（群馬県）京都府京都市南区吉祥院大河原町27 代表取締役 上野善紀
株式会社ヤマダデンキ0000010540 326-4103 大企業府外 （所長 中山孝樹）

（東京都）大阪府大阪市北区曽根崎２丁目5番10号 梅田パシフィックビルディング７Ｆ 代表取締役 飯田充男
八幡電気産業株式会社0000005104 06-6311-5681 中小企業府外 （大阪営業所長 平田勝）

大阪府大阪市東成区東小橋２丁目1番1号 代表取締役 斉藤正文
株式会社雄工舎0000000679 06-6971-1544 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区高津315-2 大阪ビル本館 代表取締役社長 田村公正
株式会社ＵＳＥＮ0000021974 06-6643-8690 中小企業府外 （エンジニアセンター長 上田志朗）

株式会社ＵＳＥＮＩＣＴＳｏｌｕ 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 代表取締役 青柳陽一
0000023603 03-6823-7070 中小企業府外ｔｉｏｎｓ

ユタカインテグレーション株式会 大阪府大阪市城東区古市１丁目4番23号 代表取締役 薮中幸文
0000016629 06-6933-1101 中小企業府外社

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーＢ 代表取締役社長 田中建
ユニアデックス株式会社0000013393 06-7178-0211 大企業府外 （常務執行役員関西支店長 渡邉岳治）

株式会社ヨコモリ電池屋コーポレ 東京都渋谷区笹塚3-33-4 代表取締役 横森英俊
0000019128 03-3378-0156 中小企業府外ーション

（大阪府）大阪府東大阪市長田中3丁目5-44 代表取締役社長 高橋俊泰
株式会社ライオン事務器0000023553 06-6747-1335 大企業府外 （大阪本店長 稲田隆史）

ライトシステムコンサルタント株 大阪府大阪市阿倍野区北畠一丁目1番24-504号 代表取締役 児嶋茂
0000018747 06-6623-3982 中小企業府外式会社

京都府宇治市莵道田中34番地の5 代表取締役 堀誠典
株式会社洛南エンジニアリング0000004256 0774-22-6357 中小企業市外

東京都千代田区岩本町三丁目１０番４号 代表取締役 大橋歳幸
リーテック株式会社0000022912 03-6673-2149 中小企業府外

（岐阜県）大阪府大阪市北区東天満２丁目6番5号 Ｉ・Ｓ南森町ビル４階 代表取締役 杉本眞
レシップ株式会社0000010074 06-6881-4685 中小企業府外 （大阪営業所長 望月周史）

株式会社レッツ・コーポレーショ 愛知県名古屋市中区丸の内２丁目20番1号 代表取締役 後藤公
0000021309 052-201-6230 中小企業府外ン

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤ 東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル4階 代表取締役社長 向吉智樹
0000022521 03-6758-2111 中小企業府外レス
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内容別名簿（物品関係）市外
0010 電気機械・器具
0007 その他（電気機械・器具）

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（神奈川県）大阪府大阪市中央区船場中央３丁目2番 船場センタービル8号館322号 代表取締役 角野修一
株式会社ＩＥＭ0000020209 06-6121-7280 中小企業府外

（支店長 秋澤信一朗）

東京都千代田区外神田二丁目14番5号 代表取締役 赤松真生
株式会社ＩＨＩ原動機0000012840 03-4366-1200 大企業府外

大阪府大阪市 北区東天満 １丁目6番6号 代表取締役 平内隆司
株式会社アイピー総研0000019876 06-6352-0806 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜1-4-16 アクア堂島西館６F 代表取締役 渡邉浩司
株式会社アクシオ0000022043 06-6341-0940 大企業府外 （関西支店長 杉村淳一）

東京都港区赤坂1-8-1 代表取締役社長 江川昌史
アクセンチュア株式会社0000016697 03-3588-3000 大企業府外

（滋賀県）京都府京都市下京区西木屋町通七条上る新日吉町124番地3 代表取締役 澤田和重
アケボノ特機株式会社0000015330 353-5637 中小企業府外 （京都営業所所長 武田健）

株式会社アコースティガイド・ジ 東京都港区北青山２丁目7番25号 代表取締役 菅原あゆみ
0000020551 03-5771-4081 中小企業府外ャパン

（東京都）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の1 取締役社長 岡崎俊樹
株式会社アサヒファシリティズ0000009685 812-1071 大企業府外

（支店長 粂昌昭）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地 （明治安田生命京都ビ 代表取締役 畠山仁
アジア航測株式会社0000001109 254-0447 大企業府外 ル7Ｆ） （支店長 土川忠士）

東京都港区虎ノ門５丁目12-13 ザイマックス神谷町ビル2Ｆ 代表取締役 安井秀行
株式会社アスコエパートナーズ0000022893 03-6452-8724 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 代表執行役社長 山本清博
アズビル株式会社0000008361 06-6881-3331 大企業府外 （支社長 大森泰志）

（大阪府）大阪府大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル811号 代表取締役 小林和弘
株式会社アセンサ0000020505 06-6476-9235 中小企業府外 （支店長 松岡真司）

東京都港区芝浦４丁目16番23号 代表取締役 木越健二
株式会社アセント0000007061 03-5419-6022 中小企業府外

（神奈川県）京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花町6番地 代表取締役 津田博之
アマノ株式会社0000013883 662-2171 大企業府外

（支店長 田中壮一）

大阪府河内長野市日東町11-8 代表取締役 山本省三
株式会社アルファテクノ0000020171 0721-21-5134 中小企業府外

（岐阜県）京都府京都市中京区烏丸通三条東入ル梅忠町24 代表取締役 熊本直樹
ａｎｄ株式会社0000023011 075-283-0617 中小企業府外 （所長 新井俊彦）

（東京都）大阪府吹田市広芝町9-6 代表取締役社長 清森洋祐
池上通信機株式会社0000005446 06-6389-4466 大企業府外 （支店長 関真生）

京都府宮津市字滝馬705番地 代表取締役 池田憲治
池田電気株式会社0000018118 0772-22-1312 中小企業市外

大阪府大阪市 中央区平野町 ２丁目4番12号 平二ビル6Ｆ 代表取締役 櫛部隆行
伊藤喜ベストメイツ株式会社0000019262 06-6223-3739 中小企業府外

伊藤忠テクノソリューションズ株 （東京都）大阪府大阪市 北区梅田 三丁目1番3号 代表取締役社長 菊地哲
0000001693 06-6439-8200 大企業府外 （部長 松隈孝史）式会社
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内容別名簿（物品関係）市外
0010 電気機械・器具
0007 その他（電気機械・器具）

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府大阪市中央区平野町1丁目4番8号 代表取締役 八木康一
株式会社医療情報システム0000009895 06-6223-9900 中小企業府外

東京都台東区駒形二丁目5番6号 代表取締役 日下剛
イン・エックス株式会社0000019919 03-5830-6820 中小企業府外

（富山県）大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目6番29号 フォーキャスト堺筋本町ビル 代表取締役 北岡隆之
株式会社インテック0000016763 050-1702-0476 大企業府外 （部長 大和浩之）

株式会社インテックソリューショ （東京都）大阪府大阪市北区豊崎5-4-9 代表取締役社長 石井貞行
0000020977 06-6376-3291 中小企業府外 （西日本本部長 浅野満）ンパワー

京都府宇治市宇治米阪30番地14 所長 上田博
上田電気設備管理事務所0000019488 0774-23-5174 中小企業市外

東京都港区新橋一丁目16番4号 りそな新橋ビル６Ｆ 代表取締役 濱之上一人
株式会社ウェルキッズ0000022355 03-5537-7450 中小企業府外

大阪府大阪市中央区北浜三丁目1-6 サン北浜ビル4F 代表取締役 田中学
株式会社ウェルクル0000021779 06-6484-7321 中小企業府外

愛知県名古屋市中区錦二丁目１０番１３号 ＳＣ錦ＡＮＮＥＸ５階 代表取締役 田淵浩之
ＶＩＳＨ株式会社0000023422 052-232-2311 中小企業府外

大阪府松原市田井城１丁目６‐２２ 、５Ｆ‐Ａ 代表社員 項師
ヴィレップス合同会社0000022342 072-294-6450 中小企業府外

東京都港区東新橋一丁目5番2号 代表取締役 西谷雅史
エースチャイルド株式会社0000023569 03-5843-8930 中小企業府外

千葉県柏市柏６丁目9番地18号 代表取締役社長 後藤秀樹
株式会社エーディエス0000022588 04-7160-2355 中小企業府外

滋賀県大津市観音寺2番2号 代表取締役 勝部伊織
株式会社エービー企画0000017436 077-522-1676 中小企業府外

株式会社ＨＹＳエンジニアリング （東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目2番22号 代表取締役 飯田一郎
0000006019 06-6947-5931 大企業府外

（支店長 小俣勇二）サービス

（東京都）兵庫県尼崎市御園町24番地 代表取締役 橘義規
株式会社エイテック0000007446 06-4869-3321 大企業府外

（支社長 久川真史）

大阪府和泉市黒鳥町三丁目4番8号 代表取締役 遠藤裕康
株式会社エイビック0000021112 0725-46-5332 中小企業府外

大阪府大阪市福島区野田5丁目17番22号 代表取締役 岸本進
株式会社エス・エル0000010277 06-6468-7180 中小企業府外

東京都新宿区新宿六丁目27番30号 代表取締役 阿多親市
ＳＢテクノロジー株式会社0000019514 03-6892-3050 大企業府外

エナジーシステムサービスジャパ （東京都）大阪府大阪市北区大淀中５丁目14番31号 代表取締役 藤浪司
0000006875 06-6453-3321 大企業府外 （所長 國井秀之）ン株式会社

（東京都）京都府京都市中京区壬生坊城町24-1 （古川勘ビル） 代表取締役 鈴木浩
ＮＥＣフィールディング株式会社0000003855 812-5800 大企業府外 （京都支店長 川本清）

ＮＥＣマグナスコミュニケーショ （東京都）大阪府大阪市都島区東野田町一丁目7-4 代表取締役 山内俊史
0000022034 06-6948-5185 大企業府外 （センター長 佐々木大輝）ンズ株式会社
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（東京都）大阪府大阪市中央区常盤町1-3-8 中央大通FNビル11F 代表取締役社長 野口周一
株式会社NHKテクノロジーズ0000000388 06-6966-0411 大企業府外

（総支社長 嶋田豊秋）

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 代表取締役社長 澤田閥
NTT-ATエムタック株式会社0000014585 03-3350-5171 中小企業府外

エヌ・ティ・ティ・コミュニケー 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 代表取締役社長 丸岡亨
0000007067 050-3811-9426 大企業府外ションズ株式会社

エヌ・ティ・ティ・システム開発 （東京都）京都府京都市下京区東塩小路町７３４ 代表取締役社長 田村浩一
0000016737 353-8281 大企業府外 （京都支店長 小野塚保）株式会社

エヌ・ティ・ティ・スマートコネ 大阪府大阪市 北区大深町3番1号 代表取締役 牧内貴文
0000017330 06-6147-5091 中小企業府外クト株式会社

エヌ・ティ・ティ・データ・カス （東京都）大阪府大阪市北区堂島三丁目1番21号 代表取締役社長 沖村幸彦
0000007068 06-6456-0205 大企業府外 （取締役執行役員西日本支社長 日高昭夫）タマサービス株式会社

（東京都）大阪府大阪市西区土佐堀1丁目4番14号 代表取締役社長 松原和彦
株式会社ＮＴＴファシリティーズ0000000486 06-6446-7462 大企業府外

（取締役西日本事業本部長 豊田耕造）

（大阪府）大阪府大阪市都島区東野田町四丁目15番82号 代表取締役社長 桂一詞
株式会社ＮＴＴフィールドテクノ0000021518 06-6450-5000 中小企業府外

（取締役関西支店長 篠浦伸得）

（東京都）大阪府大阪市中央区瓦町４丁目4-7 おおきに御堂筋瓦町ビル 6階 代表取締役社長 齋藤清貴
エヌデック株式会社0000013685 06-6227-0355 中小企業府外 （大阪支店長 野田典秀）

滋賀県大津市月輪２丁目19番6号 代表取締役 井上博司
エネサーブ株式会社0000004404 077-543-6330 大企業府外

京都府城陽市中北堤52-9 江原克己
江原電気設備管理事務所0000010285 0774-53-1800 中小企業市外

東京都大田区千鳥2-10-16 代表取締役 塩見泰成
株式会社エルコム0000015365 03-5482-2155 中小企業府外

東京都品川区南品川２丁目2番地13号 南品川ＪＮビル６階 取締役社長 今中建男
エルティーライト株式会社0000023677 03-5479-3510 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区伏見町４丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル8F 代表取締役 葉田順治
エレコム株式会社0000022695 0120-975-579 大企業府外

（法人関西支店支店長 嬉野欣秀）

東京都千代田区神田鍛冶町３丁目3-12 代表取締役社長 上原英明
オーテック電子株式会社0000000096 03-5657-7481 中小企業府外

株式会社大阪オートマティック・ 大阪府大阪市平野区平野北1丁目5番6号 代表取締役 岩城宏和
0000000609 06-6792-0091 中小企業府外サービス

大阪府八尾市太田3丁目217番地の11 代表理事 岩本昌造
大阪電気保安協同組合0000023592 072-949-3125 中小企業府外

東京都品川区東五反田2-1-10 代表取締役 石本裕章
大崎データテック株式会社0000021091 03-5447-2260 中小企業府外

京都府綾部市里町大坂33番地の2 代表取締役 岡山秀行
岡山電設株式会社0000012726 0773-42-6601 中小企業市外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577番地2 代表取締役 森孝廣
沖電気工業株式会社0000000760 251-6620 大企業府外 （支店長 木下浩二）
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（神奈川県）大阪府大阪市淀川区木川東２丁目4番地10号 三共新大阪ビル8階 代表取締役 丸山明義
株式会社小田原機器0000008214 06-6309-0621 中小企業府外

（所長 宮本克典）

（東京都）東京都港区新橋６丁目17番19号 代表取締役社長 坂井忠之
オフィス・メディア株式会社0000009163 03-3438-5581 中小企業府外

（チームマネージャー 小泉啓）

オムロン ソーシアルソリューシ （東京都）大阪府大阪市福島区福島3丁目14番24号 代表取締役社長 細井俊夫
0000005256 06-6347-5852 大企業府外 （事業所長 中村太）ョンズ株式会社

オムロンフィールドエンジニアリ （東京都）大阪府大阪市福島区福島3丁目14-24 福島阪神ビルディング 代表取締役 四方克弘
0000005336 06-6348-1811 大企業府外 （近畿支店長 辻本一司）ング株式会社

東京都品川区北品川５丁目5番15号 大崎ブライトコア 代表取締役社長 細川展久
オリックス・レンテック株式会社0000014340 03-3473-7561 大企業府外

京都府南丹市美山町静原垣内10番地1 梶原眞
梶原商店0000011885 0771-75-0002 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市中央区淡路町３丁目1番9号 代表取締役社長執行役員 渡辺亮
兼松エレクトロニクス株式会社0000016759 06-6201-5547 大企業府外

（支社長 宮崎健司）

奈良県香芝市北今市四丁目245番地の1 代表取締役 亀川法生
株式会社カメカワ0000020438 0745-76-4128 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市東淀川区瑞光3-8-20 代表取締役 高津悟
川本サービス株式会社0000021350 06-6328-7734 中小企業府外 （支店長 松浦康彦）

（大阪府）京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町596番地 エスメラルダ709 代表取締役 谷口智之
株式会社かんこう0000007326 075-746-7606 中小企業府外 （支店長 松田昌之）

大阪府豊中市庄内東町６丁目7番8号 代表取締役 三條場英敏
関西軌器有限会社0000022653 06-6334-7416 中小企業府外

滋賀県大津市唐崎２丁目14番18号 代表取締役 山本亜紀子
株式会社関西シーケンス管理0000020418 077-577-1404 中小企業府外

兵庫県西宮市六湛寺町9番8号 代表取締役 森剛
株式会社関西情報センター0000019961 0798-35-4873 中小企業府外

大阪府豊中市服部本町2丁目8番19号 代表取締役 戸梶創
関西水道用品株式会社0000010309 06-6863-6764 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市東山区今熊野池田町4-8 理事長 山地進
一般財団法人関西電気保安協会0000002246 541-5375 大企業府外 （支店長 中島丈志）

（大阪府）京都府京都市伏見区竹田田中宮町14番地 代表取締役 橋詰秀彦
関西日立株式会社0000005367 605-5501 大企業府外 （支社長 清水智之）

株式会社かんでんエンジニアリン （大阪府）京都府京都市南区上鳥羽尻切町5-2 代表取締役社長 野田正信
0000003110 671-2171 大企業府外 （支店長 稲垣浩一郎）グ

大阪府大阪市中央区備後町３丁目6番2号 代表取締役社長 中島宏
株式会社関電パワーテック0000022593 06-4705-8636 大企業府外

愛媛県松山市三番町四丁目9番地5 代表取締役社長 別府幹雄
株式会社ガバメイツ0000022017 089-968-2075 大企業府外

京都府南丹市日吉町上胡麻奥谷43 木戸 豊
木戸電気設備管理事務所0000019568 090-3488-2321 中小企業市外
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キヤノンＩＴソリューションズ株 （東京都）大阪府大阪市西区土佐堀２丁目2番4号 土佐堀ダイビル 代表取締役社長 金澤明
0000018154 06-7635-3000 大企業府外

（大阪事業所長 前田貴純）式会社

キヤノンマーケティングジャパン （東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目 2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役 足立正親
0000023638 06-7739-2047 大企業府外 ト （支店長 北岡康人）株式会社

京都府相楽郡精華町祝園正尺2番10 代表取締役 南邦彦
共立電業株式会社0000016062 0774-94-5502 中小企業市外

（千葉県）兵庫県尼崎市東灘波町五丁目9番1号 代表取締役 島田直弥
極東サービス株式会社0000013663 06-6489-2828 中小企業府外 （所長 桑村貴裕）

大阪府大阪市北区天満3丁目9番6号 代表取締役 坂本恵一
近畿設備株式会社0000006945 06-6356-3977 中小企業府外

大阪府大阪市北区太融寺町1番17号 梅田アスカビル 代表取締役 長野一江
近畿電設サービス株式会社0000015283 06-6361-8739 中小企業府外

近鉄電気エンジニアリング株式会 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町4番13号 取締役社長 喜多勇司
0000014049 06-6767-5701 中小企業府外社

山口県宇部市大字西岐波1540番地の12 代表取締役 白井義美
株式会社ぎじろくセンター0000012811 0836-51-6191 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区谷町三丁目1番9号 代表取締役社長 成吉弘次
株式会社ぎょうせい0000007298 06-4790-9351 大企業府外 （支社長 清水恭二）

京都府八幡市八幡 安居塚1-86 國松 清明
國松電気設備管理事務所0000019498 983-3682 中小企業市外

クボタ環境エンジニアリング株式 （東京都）兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 代表取締役 中河浩一
0000005513 06-6470-5921 中小企業府外 （支社長 加藤佳行）会社

（大阪府）大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 代表取締役社長 新海佳彦
クボタシステムズ株式会社0000015240 06-6648-2970 大企業府外 （事業部長 森山雅弘）

（兵庫県）京都府京都市伏見区竹田向代町595 代表取締役社長 三和元純
グローリー株式会社0000001530 075-693-3141 大企業府外

（所長 三原健）

ＫＤＤＩまとめてオフィス関西株 （大阪府）京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634 カラスマプラザ21 代表取締役社長 山口明彦
0000019537 252-0077 大企業府外

（ソリューション京都支店長 辻井潤一）式会社

（東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目2番72号 代表取締役社長 高橋誠
ＫＤＤＩ株式会社0000011903 06-7177-0076 大企業府外 （支社長 物江信明）

大阪府寝屋川市高宮栄町11番10号 代表取締役 長元良二
株式会社京阪工技社0000009016 06-6951-5803 中小企業府外

一般財団法人建築行政情報センタ 東京都新宿区神楽坂１丁目15番地 理事長 後藤隆之
0000017243 03-5225-7701 中小企業府外ー

大阪府高槻市大塚町１丁目29番11号 代表取締役 小笹敏美
光栄電池株式会社0000020417 072-673-2458 中小企業府外

大阪府大阪市 平野区西脇 ２丁目12番26号 代表取締役社長 相薗岳生
株式会社交通電業社0000010351 06-6701-0111 中小企業府外

兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目3番8号 代表取締役 藤岡亮介
神戸綜合速記株式会社0000009210 078-321-2522 中小企業府外
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大阪府吹田市江の木町20番15号 代表取締役社長 篠原政治
向洋電機株式会社0000015243 06-6358-5311 中小企業府外

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市西区西本町2丁目3-10 代表取締役 大須賀健
コニカミノルタジャパン株式会社0000018268 06-6110-0633 大企業府外 （官公庁営業部長 畑山雄一）

コニカミノルタプラネタリウム株 東京都豊島区東池袋３丁目1番3号 代表取締役社長 古瀬弘康
0000000210 03-5985-1711 中小企業府外式会社

兵庫県神戸市灘区岩屋北町四丁目5番22号 代表取締役 浅田秀樹
株式会社コベルコＥ＆Ｍ0000021280 078-803-2901 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区堂島2-1-7 日販堂島ビル８Ｆ 代表取締役 森井清
サイカパーキング株式会社0000021799 06-6344-4021 大企業府外 （西日本営業本部本部長 岡田真毅）

三重県三重郡朝日町向陽台三丁目7番地1 代表取締役 杉本香織
株式会社菜友0000021595 0594-21-3501 中小企業府外

京都府綴喜郡 井手町大字多賀 小字佃27番地 代表者 阪脇茂
阪脇電気設備管理事務所0000020506 0774-82-4164 中小企業市外

大阪府大阪市西区新町3-8-18 西長堀ビジネスゾーン6F 代表取締役 赤松秀雄
株式会社サテライト0000019300 06-6538-2000 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市北区紫竹上本町12 代表取締役 更家史朗
サラヤ株式会社0000000346 494-0800 中小企業府外 （支店長 西澤正志）

大阪府大阪市北区芝田2丁目5番6号 代表取締役 加来裕生
三協エアテック株式会社0000008817 06-6374-6140 中小企業府外

愛知県名古屋市 千種区松軒 １丁目5番16号 代表取締役 真野幸明
株式会社シーエスエス総合舞台0000018138 052-711-2266 中小企業府外

大阪府大阪市北区天神橋1-12-8 代表取締役 中西淳二
シー・ティ・マシン株式会社0000018782 06-6355-0070 中小企業府外

（東京都）東京都港区海岸一丁目２番２０号 汐留ビルディング１４Ｆ 代表取締役社長 三浦賢治
株式会社システナ0000023122 03-4235-2455 大企業府外

（部長 土屋俊介）

株式会社システムエンジニアリン 東京都台東区柳橋一丁目13番3号 代表取締役 田口純
0000022533 03-3866-3261 中小企業府外グ

東京都港区芝浦１丁目1-1 浜松町ビルディング28階 代表取締役 岩瀬弘明
株式会社システムシンク0000021594 03-6453-9701 中小企業府外

（岐阜県）京都府京都市下京区堀之内町272-7 西脇ビル2号館301号室 代表取締役 篠田篤彦
篠田株式会社0000020476 746-5491 中小企業府外 （事務所長 武谷歩）

滋賀県大津市日吉台二丁目17番13号 下村登毅夫
下村電気設備管理事務所0000019521 077-579-2353 中小企業府外

大阪府八尾市青山町3丁目5番31号 代表取締役 土橋優
昭和技研株式会社0000009244 072-991-1067 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区豊崎３丁目19番3号 ﾋﾟｱｽﾀﾜｰ 代表執行役 丸山寿
昭和電工マテリアルズ株式会社0000000205 06-6375-6500 大企業府外 （支店長 川原井勇）
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（広島県）兵庫県尼崎市西向島町93番地の3 代表取締役 岡田太志
新日造エンジ株式会社0000013682 06-6430-7275 中小企業府外

（所長 松本純一）

大阪府大阪市北区大淀中一丁目15番6号 代表取締役 逢坂明稔
株式会社新日本電機製作所0000011882 06-6452-0081 中小企業府外

大阪府大阪市港区市岡元町3丁目3番16号 代表取締役 荒牧太郎
新日本美風株式会社0000008607 06-6582-1353 中小企業府外

シンフォニアエンジニアリング株 （三重県）大阪府東大阪市鴻池徳庵町3-65 代表取締役 高橋芳明
0000015196 06-6744-2722 中小企業府外 （取締役支社長 山田裕克）式会社

シンフォニアテクノロジー株式会 （東京都）大阪府大阪市北区曽根崎２丁目12番7号 代表取締役 平野新一
0000005914 06-6365-1925 大企業府外 （大阪支社長 中島慎二）社

（東京都）大阪府大阪市 淀川区三国本町 二丁目1番3号 代表取締役社長 戸塚隆
株式会社新陽社0000005464 06-6394-9901 中小企業府外 （支店長 増田裕）

株式会社ジーエス・ユアサフィー （東京都）大阪府大阪市北区天満1-6-11 代表取締役 東大道
0000006207 06-6882-0001 中小企業府外

（支店長 山田伸一）ルディングス

大阪府大阪市北区豊崎三丁目19番3号 代表取締役社長 松岡俊宏
株式会社ＪＲ西日本テクノス0000023143 06-7223-8765 中小企業府外

東京都中央区銀座四丁目9番5号 代表取締役 斎藤義憲
株式会社ジェイ・アンド・ワイ0000023138 03-5524-6005 中小企業府外

神奈川県横浜市鶴見区末広町２丁目１番地 代表取締役 能登隆
ＪＦＥテクノス株式会社0000019219 045-505-7370 大企業府外

ＪＳＡＴ ＭＯＢＩＬＥ Ｃｏｍ 東京都港区虎ノ門5-11-2 オランダヒルズ森タワー 代表取締役 小池克明
0000020500 03-6459-1170 中小企業府外ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ株式会社

（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外 （所長 猿橋生久）

株式会社ＪＶＣケンウッド・公共 （神奈川県）大阪府大阪市福島区鷺洲１丁目11番19号 大阪福島セントラルビル4階 代表取締役 上原輝久
0000000312 06-6450-4632 大企業府外

（支店長 後藤智博）産業システム

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島2丁目12番11号 代表取締役 家入正隆
JIPテクノサイエンス株式会社0000013500 06-6307-5462 中小企業府外

（常務取締役センタ長 狩野正人）

大阪府大阪市北区末広町1番22号 代表取締役 小野謙治
ジャトー株式会社0000000331 06-6313-1351 中小企業府外

東京都港区芝1丁目4番7号 代表取締役社長 川崎達
株式会社水道アセットサービス0000023426 03-6414-7290 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区道修町三丁目6番1号 京阪神御堂筋ビル14階 代表執行役 渋谷順
株式会社スマートバリュー0000019316 06-6227-5563 大企業府外 （Ｄｉｖ Ｍａｎａｇｅｒ 大脇正人）

住友電工テクニカルソリューショ （大阪府）大阪府大阪市此花区島屋１-１-３ 代表取締役社長 松本幸二
0000013881 06-6466-6517 中小企業府外 （西部統括部長 島田幸治）ンズ株式会社

（神奈川県）大阪府大阪市中央区瓦町三丁目1番15号 旭洋ビル5階 代表取締役 沖津進一
株式会社青菱コミュニティ0000017310 06-4708-6162 中小企業府外 （所長 田中和幸）

（兵庫県）大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号 代表取締役 西井希伊
西菱電機株式会社0000012731 06-4797-7601 大企業府外 （支社長 川端真史）
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東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 代表取締役社長 尾関一郎
セコム株式会社0000000757 03-5775-8475 大企業府外

（福岡県）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル4F 代表取締役 高山善司
株式会社ゼンリン0000003851 075-812-2250 大企業府外

（所長 池田正史）

（東京都）東京都品川区北品川五丁目11番3号 代表取締役 粂川滋
ソニーマーケティング株式会社0000018632 050-3809-1133 大企業府外 （統括部長 松崎直人）

東京都港区海岸一丁目7番1号 代表取締役 今井康之
ソフトバンク株式会社0000019570 03-6889-2699 大企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1 京都フコク生命四条柳馬場 代表取締役社長 小林義和
ソレキア株式会社0000008796 255-2617 大企業府外 ビル7Ｆ （支店長 中崎守）

（大阪府）大阪府吹田市山田市場10番1号 代表取締役 尾田英登
タイガー株式会社0000021334 06-6878-5421 中小企業府外 （内山武光）

（東京都）大阪府大阪市中央区今橋四丁目1番1号 代表取締役 西川光一
タイムズ24株式会社0000016667 06-6202-8924 大企業府外

（西日本公共法人営業部長 杉山恵一郎）

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外

（執行役員店長 田原和也）

滋賀県草津市追分7丁目4番14号 代表者 鷹野宗人
鷹野電気設備管理事務所0000023563 077-565-8524 中小企業府外

株式会社高見沢サイバネティック （東京都）大阪府大阪市北区堂山町3番3号 日本生命梅田ビル 代表取締役社長 高見澤和夫
0000008491 06-6363-8991 大企業府外 （所長 樺島秀記）ス

大阪府大阪市中央区島之内1丁目10番12号 代表取締役 中村信男
タキヤ株式会社0000015696 06-6253-0331 中小企業府外

新潟県新潟市秋葉区矢代田619番地 代表取締役 神子島岩男
竹井機器工業株式会社0000019527 0250-38-4131 中小企業府外

滋賀県大津市穴太 ２丁目13-19 竹内 利夫
竹内電気設備管理事務所0000019493 090-8796-9466 中小企業府外

富山県富山市下番３０番地 代表取締役 水口勝史
立山科学株式会社0000023120 076-483-4586 中小企業府外

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区大淀中1丁目4番16号 代表取締役社長 向井善彦
株式会社第一テクノ0000007095 06-6442-0300 大企業府外 （支店長 西尾光平）

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

大阪府大阪市港区福崎3丁目1番201号 代表取締役 南宣之
株式会社ダイゾー0000006277 06-6577-2503 大企業府外

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番30号 代表取締役 堀田佳伸
ダイハツディーゼル株式会社0000005272 06-6454-2345 大企業府外
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（大阪府）京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町316番地 代表取締役 芳井敬一
大和ハウス工業株式会社0000002670 075-605-2919 大企業府外

（支社長 坂東希）

大阪府東大阪市瓜生堂一丁目2番18号 代表取締役 宮木竹信
中央電力ソリューション株式会社0000022614 072-966-5000 中小企業府外

大阪府枚方市春日北町1丁目13番6号 代表取締役 三好里美
司電機産業株式会社0000022022 072-858-5671 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区壬生坊城町24-1 代表取締役社長 磯部浩
都築テクノサービス株式会社0000001117 812-4012 大企業府外 （支店長 東井雄二朗）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島２丁目2番2号 代表取締役社長 江森勲
都築電気株式会社0000001152 06-6204-7000 大企業府外 （ソリューションビジネス本部部長 田谷俊）

（奈良県）京都府京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436 永和御池ビル606号 代表取締役 鶴島敏章
鶴島商事株式会社0000023165 090-9885-8182 中小企業府外 （代表取締役兼所長 鶴島敏章）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

株式会社テリロジーサービスウェ 東京都千代田区九段北１丁目13番地5号 代表取締役 甲賀武
0000022235 03-4550-0556 中小企業府外ア

大阪府吹田市岸部南3丁目6番15号 代表取締役 鶴見芳令
デコラティブシステム株式会社0000009288 06-6318-0600 中小企業府外

（愛知県）大阪府大阪市淀川区新北野３丁目８番２号 代表取締役社長 藤田祐三
株式会社トーエネック0000005179 06-6305-2181 大企業府外 （執行役員本部長 加藤憲二郎）

（愛知県）大阪府大阪市北区堂島2-1-31 京阪堂島ビル9F 代表取締役 坂井幸治
トーテックアメニティ株式会社0000017226 06-6147-2100 中小企業府外 （所長 大橋卓也）

（大阪府）京都府京都市下京区五条通室町西入る東錺屋町173 高橋第６ビル３Ｆ 代表取締役 石井剛太
株式会社Ｔｏｏ大阪0000001535 341-4441 中小企業府外 （マネージャー 太田幸弘）

神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19 竹生第2ビル5F 代表取締役 中島敦
東海技研株式会社0000013660 045-471-8300 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目7番26号 取締役社長 安藤毅
東京計器株式会社0000005385 06-6150-6602 大企業府外

（所長 宇佐美英彦）

（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 四条ＳＥＴビル8階 取締役社長 青木宏明
東光電気工事株式会社0000001699 213-4950 大企業府外 （所長 中根洋心）

（大阪府）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 代表取締役 河野祐一
東西化学産業株式会社0000000665 06-6947-3717 大企業府外 （支店長 前田明）

（神奈川県）大阪府大阪市北区角田町8-1 代表取締役社長 今野貴之
東芝インフラシステムズ株式会社0000005968 06-6130-2215 大企業府外 （関西支社長 江尻昌弘）

東芝通信インフラシステムズ株式 （東京都）大阪府大阪市中央区本町四丁目２番１２号 代表取締役社長 近藤浩太郎
0000005849 06-6252-3512 大企業府外 （支店長 若村直紀）会社

東芝デジタルソリューションズ株 （神奈川県）大阪府大阪市北区大淀中1-1-30 代表取締役 岡田俊輔
0000010428 06-6455-2315 大企業府外 （支社長 富岡賢一）式会社

（神奈川県）大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目3番7号 取締役社長 平岡敏行
東芝ライテック株式会社0000005600 06-6208-6111 大企業府外 （所長 鳫祐介）
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東京都文京区本郷１丁目28番10号 代表取締役 齋藤仁
株式会社東設土木コンサルタント0000018619 03-5805-7261 中小企業府外

東京都千代田区九段北二丁目3番6号 代表取締役 伊藤章
株式会社東通インターナショナル0000021988 03-5860-1911 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区吉祥院石原開町62-2 代表取締役 岡田敏夫
東洋シヤッター株式会社0000003118 671-3581 大企業府外 （支店長 岡嶋保幸）

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 代表取締役 田中正
株式会社都市設計総合研究所0000007421 06-6363-2676 中小企業府外

大阪府豊中市西泉丘三丁目3番23-613号 代表社員 中村智徳
合同会社豊中商店0000023200 06-7508-7325 中小企業府外

東京都千代田区平河町一丁目2番10号 理事長 柴崎亮介
一般財団法人道路管理センター0000009816 03-3221-0411 中小企業府外

株式会社ドッドウエルビー・エム （東京都）京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大阪町391 第10長谷ビル 代表取締役社長 佐々木秀吉
0000010432 361-5171 大企業府外

（支店長 吉村友行）・エス

（東京都）京都府京都市左京区吉田本町27-8 代表取締役 五本木秀昭
内外地図株式会社0000007974 751-8786 中小企業府外

（所長 田中雅弘）

京都府宇治市木幡 金草原46番地の43 中井 昭雄
中井電気設備管理事務所0000019492 0774-32-0177 中小企業市外

京都府城陽市平川鍜治塚48番地の2 代表 中井薫
中井電気設備管理事務所0000020745 0774-52-3739 中小企業市外

滋賀県大津市一里山3丁目40番36号 代表 長濱栄作
長濱電気設備管理事務所0000023589 090-3284-2226 中小企業府外

大阪府東大阪市御厨中１丁目１２番２８号 代表取締役 浅田英喜
ナニワ商事株式会社0000013943 06-6787-0737 中小企業府外

大阪府大阪市浪速区日本橋西２丁目8番3号 伸和ビル３階 代表取締役 大前良平
南海電設株式会社0000007005 06-6643-0181 中小企業府外

大阪府大阪市 北区曽根崎新地 １丁目4-20 代表取締役 山川太志
株式会社ニーズ0000019566 06-6346-6393 中小企業府外

（福岡県）大阪府大阪市淀川区宮原４丁目3番12号 代表取締役社長 山科秀之
ニシム電子工業株式会社0000020270 06-6392-5288 大企業府外 （支店長 古賀孝平）

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338 京阪四条河原町ビル3 代表取締役 鈴木範夫
日興通信株式会社0000001730 371-4434 大企業府外 Ｆ （支社長 金丸昭彦）

（東京都）大阪府吹田市江坂町1丁目23番101号 代表取締役社長 間山一典
株式会社日水コン0000007306 06-6339-7300 中小企業府外 （支所長 今野和弘）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島３丁目2番4号 代表取締役取締役社長 小林毅
株式会社ニッセイコム0000010021 06-7507-2255 中小企業府外 （常務執行役員事業部長 矢野修司）

福岡県北九州市小倉北区鍛冶町二丁目4番1号 代表取締役 原田栄一
日本コンピューター株式会社0000013729 093-521-8123 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング 代表取締役執行役員社長 森田隆之
日本電気株式会社0000001582 253-6009 大企業府外 （京都支社長 林誠一）
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日本エレクトロニツクシステムズ 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目5番15号 代表取締役社長 藤田佳宏
0000006572 06-6886-1133 中小企業府外株式会社

（愛知県）滋賀県東近江市中小路町551番地1 代表取締役 牧志龍男
日本エンヂニヤ株式会社0000022078 0748-20-1670 中小企業府外

（滋賀営業所長 浅見広人）

埼玉県さいたま市南区内谷４丁目10番6号 代表取締役 クリスチャン・オーティエ
日本オート・フォート株式会社0000021960 048-861-1621 中小企業府外

（東京都）京都府京都市南区久世殿城町600番地の1 代表取締役 泉雅彦
株式会社日本サーモエナー0000001376 935-2541 大企業府外 （支店長 武内大介）

（東京都）大阪府大阪市北区小松原町2番4号 代表取締役社長 塚本英彦
日本信号株式会社0000005069 06-6312-3851 大企業府外 （取締役常務執行役員支社長 平野和浩）

日本ソフトウエアマネジメント株 神奈川県横浜市神奈川区金港町5番地32 ベイフロント横浜 代表取締役 五十嵐孝雄
0000023407 045-441-1251 中小企業府外式会社

滋賀県米原市米原西23番地 代表取締役社長 蒲生仙治
日本ソフト開発株式会社0000015971 0749-52-3811 中小企業府外

東京都千代田区内神田二丁目3番4号 有楽町電気ビル北館 代表取締役社長 高部文宏
日本通信ネットワーク株式会社0000019949 03-6206-9330 大企業府外

日本テクニカル・サービス株式会 東京都世田谷区池尻3丁目10番3号 代表取締役 米谷恭児
0000007016 03-3413-8554 中小企業府外社

（東京都）大阪府大阪市北区中之島六丁目2番40号 代表取締役 島田良介
日本電技株式会社0000000488 06-6447-0721 大企業府外 （支店長 八木浩一）

大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１８番１１号 代表取締役 石金正巳
株式会社日本ビジネス開発0000022509 06-6441-2207 中小企業府外

株式会社日本ビジネスデータープ 兵庫県神戸市中央区伊藤町119番地 代表取締役 池惠二
0000008970 078-332-0871 中小企業府外ロセシングセンター

（愛知県）大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目2番3号 EDGE心斎橋ビル12F 代表取締役 大塚惠司
日本メディアシステム株式会社0000022894 06-4963-3357 大企業府外

（支店長 田中謙吾）

大阪府大阪市淀川区西中島３丁目11-24 山よし第11ビル8Ｆ 代表取締役 岡田信二
株式会社ニューコンセプト0000022982 06-6303-1178 中小企業府外

大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目4番1号 代表取締役 藤川雅浩
野里電気工業株式会社0000005823 06-6477-6000 中小企業府外

東京都千代田区大手町一丁目9番2号 代表取締役社長 此本臣吾
株式会社野村総合研究所0000007533 03-5533-2111 大企業府外

大阪府大阪市中央区久太郎町１丁目6番29号 フォーキャスト堺筋本町10階 代表取締役 前田征道
株式会社ハートス0000005677 06-6265-2651 中小企業府外

北海道札幌市中央区北一条西６丁目1番地2 代表取締役 近藤晃司
株式会社HARP0000021608 011-221-5800 中小企業府外

（東京都）大阪府大東市諸福８丁目1番21号 代表取締役 森井定史
ハピネスデンキ株式会社0000010059 072-875-5500 中小企業府外 （支社長 金子久幸）

パーソルワークスデザイン株式会 東京都豊島区池袋2-65-18 代表取締役 平林由義
0000020488 03-6907-4481 大企業府外社
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パシフィックコンサルタンツ株式 （東京都）京都府京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町646 代表取締役社長 大本修
0000001551 342-5051 大企業府外

（所長 米谷瑠皇）会社

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 代表取締役 島村秀樹
株式会社パスコ0000007301 257-8930 大企業府外

（支店長 近藤征博）

パナソニックＥＷエンジニアリン （大阪府）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 代表取締役 藤井和夫
0000005710 06-6910-0133 大企業府外 （支店長 荻野龍）グ株式会社

パナソニック環境エンジニアリン （大阪府）大阪府吹田市垂水町3丁目28番33号 代表取締役 代正一
0000006124 06-6338-1810 中小企業府外 （執行役員支店長 藤原詔司）グ株式会社

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5番41号 代表取締役執行役員社長 樋口泰行
パナソニックコネクト株式会社0000007021 06-6150-9370 大企業府外 （西日本社社長 山口和洋）

パナソニックコンシューマーマー （東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 ツイン２１ 代表取締役 宮地晋治
0000019786 06-4794-7002 大企業府外 （支社長 中島慎吾）ケティング株式会社

滋賀県大津市青山八丁目5番6号 代表者 久松利昭
久松電気設備管理事務所0000023582 077-532-1817 中小企業府外

株式会社日立インダストリアルプ （東京都）大阪府大阪市 北区中之島 ２丁目3番18号 代表取締役 小林圭三
0000021828 06-6202-1703 大企業府外

（支店長 有瀧智之）ロダクツ

日立グローバルライフソリューシ （東京都）大阪府大阪市淀川区野中南2丁目11番27号 代表取締役 谷口潤
0000008716 050-3174-8977 大企業府外 （センタ長 新出友志郎）ョンズ株式会社

（東京都）大阪府大阪市中央区城見二丁目2番22号 代表取締役 佐久間嘉一郎
株式会社日立国際電気0000005352 06-6920-6320 大企業府外 （支社長 藤原千嘉）

（東京都）滋賀県近江八幡市安土町上豊浦950-1 取締役社長 竹内康浩
株式会社日立産機システム0000012716 0748-46-6606 大企業府外 （部長 金田純直）

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜１丁目2番1号 代表取締役取締役社長 柴原節男
株式会社日立システムズ0000008248 06-6147-2894 大企業府外 （支社長 大村勉）

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 執行役社長 小島啓二
株式会社日立製作所0000005231 223-5611 大企業府外

（支店長 岸田聡）

株式会社日立ソリューションズ西 （広島県）福岡県福岡市早良区百道浜二丁目1番1号 代表取締役 久保田健二
0000021090 092-844-0010 大企業府外

（営業本部長 岡田孝司）日本

大阪府大阪市 住之江区南港北 １丁目7番89号 取締役社長 三野禎男
日立造船株式会社0000005781 06-6569-0001 大企業府外

京都府長岡京市東和苑19-9 平野明
平野電気設備管理事務所0000019487 075-952-0374 中小企業市外

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号 代表取締役 辻宏治
株式会社ビット0000008919 06-6945-5377 中小企業府外

大阪府大阪市北区大淀南1丁目10番2号 代表取締役 川村修吾
株式会社ピーエーシーウエスト0000014054 06-6225-8111 中小企業府外

東京都新宿区新宿１丁目23番1号 代表取締役 籠屋健
株式会社PTP0000022265 03-5465-1626 中小企業府外
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東京都千代田区神田鍛冶町三丁目4番地 代表取締役社長 宮本康広
株式会社ファイブドライブ0000018724 03-5577-5030 中小企業府外

株式会社ファシリティメンテック 大阪府河内長野市南花台 １丁目25番8号 代表取締役 久保芳子
0000020159 0721-63-6039 中小企業府外ス

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

（福井県）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6F 代表取締役 杉田直
福井コンピュータ株式会社0000015993 0570-039-291 中小企業府外 （所長 平林恒治）

富士ソフトサービスビューロ株式 東京都墨田区江東橋二丁目19番7号 代表取締役 佐藤諭
0000016733 03-5600-1731 大企業府外会社

（東京都）大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目9-15 代表取締役 遠藤直輝
株式会社富士ダイナミクス0000008920 06-6325-2761 中小企業府外 （取締役西日本営業所長 小坂田弘也）

（神奈川県）京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1 代表取締役社長 森下健作
富士通コワーコ株式会社0000008427 252-9777 大企業府外

（支店長 石橋博明）

（東京都）京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1 京都フコク生命四条柳馬場 代表取締役社長 砂田敬之
富士通Ｊａｐａｎ株式会社0000001101 252-9780 大企業府外 ビル （支社長 永留博愛）

富士通ソーシャルライフシステム （神奈川県）神奈川県川崎市中原区下小田中 ２丁目12番5号 富士通中原ビル 代表取締役社長 田中政法
0000000355 044-754-4142 中小企業府外 （営業部長 岩里佳宣）ズ株式会社

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3番1号 代表取締役 近藤史郎
富士電機株式会社0000005858 06-7166-7300 大企業府外 （支社長 前田一樹）

富士フイルムイメージングシステ 東京都品川区西五反田 ３丁目6番30号 代表取締役 松本考司
0000019511 03-5745-2261 中小企業府外ムズ株式会社

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（大阪府）京都府京都市右京区西院久田町100 代表取締役 横田好明
株式会社扶洋0000005375 311-2411 大企業府外

（所長 成重政俊）

（神奈川県）大阪府大阪市中央区瓦町4-2-14 京阪神瓦町ビル９階 代表取締役 小野眞一
古河電池株式会社0000005895 06-7634-7551 大企業府外

（支社長 尾畠二郎）

大阪府大阪市 西区阿波座 ２丁目4番23号 代表取締役 桑原昌次
株式会社ブレインサービス0000018703 06-6543-2338 中小企業府外

大阪府大阪市西区阿波座１丁目13-13 西本町中央ビル4階 代表取締役 天宅勲
株式会社プラグイン0000022658 06-6532-9430 中小企業府外

大阪府枚方市春日西町二丁目２７番２８号 代表取締役 野々宮英一郎
豊栄産業株式会社0000023371 072-859-3906 中小企業府外

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区塚本2-4-1 代表取締役 後藤麻利子
株式会社ポータ工業0000022348 06-6838-5005 中小企業府外 （支店長 宮前雄一）

東京都江東区牡丹三丁目14番15号 代表取締役社長執行役員 前川真
株式会社前川製作所0000016015 03-3642-8181 大企業府外
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大阪府大阪市 北区梅田 ３丁目4番5号 代表取締役社長 上村武
株式会社マコト電気0000007125 06-7175-7950 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区天満２丁目12番16号 代表取締役 松村秀一
株式会社松村電機製作所0000000373 06-6352-0245 中小企業府外

（支店長 冨山博司）

（徳島県）京都府木津川市木津川原田63番地15 代表取締役 松本祐一
株式会社松本コンサルタント0000013879 0774-34-4235 中小企業府外 （所長 松本光男）

大阪府大阪市中央区谷町5丁目3番17号 取締役社長 島岡秀和
株式会社丸島アクアシステム0000005148 06-6766-3300 中小企業府外

（東京都）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46番地の1 代表取締役 矢野正也
丸善雄松堂株式会社0000008771 863-5321 大企業府外 （支店長 廣谷紀暁）

福井県福井市豊島２丁目6番7号 代表取締役 土谷秀靖
株式会社マルツ電波0000021536 0776-22-0464 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区西天満４丁目11番23号 満電ビル 代表取締役 丸茂英津子
丸茂電機株式会社0000000326 06-6312-1913 中小企業府外

（所長 松葉博文）

（千葉県）大阪府大阪市淀川区西中島1丁目11番16号 代表取締役社長 森重利文
三井Ｅ＆Ｓシステム技研株式会社0000008727 06-6886-0288 大企業府外

（営業本部西日本営業統括部第一営業部長 森）

三井共同建設コンサルタント株式 （東京都）京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535番地 代表取締役社長 中野宇助
0000007426 253-6471 大企業府外 （所長 眞鍋岳志）会社

三井物産プラントシステム株式会 （東京都）大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 代表取締役社長 谷垣匡輝
0000011969 06-6226-3665 大企業府外 （支社長 稲垣靖彦）社

三菱電機システムサービス株式会 （東京都）大阪府大阪市北区大淀中一丁目4番13号 代表取締役 山本雅之
0000006558 06-6454-3911 大企業府外 （取締役支社長 岡田英治）社

三菱電機ビルソリューションズ株 （東京都）大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 代表取締役 松本匡
0000005381 06-6355-6000 大企業府外 （執行役員関西支社長 向山達也）式会社

三菱電機プラントエンジニアリン （東京都）大阪府大阪市北区堂島２丁目2番2号 代表取締役 市川誠
0000005986 06-6131-6613 大企業府外

（常務執行役員西日本本部長 岡本幸文）グ株式会社

（東京都）大阪府大阪市中央区瓦町３丁目1番15号 代表取締役 藤本聖二
三菱プレシジョン株式会社0000000307 06-6484-7206 大企業府外

（支社長 安達洋二）

滋賀県東近江市上平木町1850番地1 代表取締役 村防勝公
村防工業株式会社0000014621 0748-22-6611 中小企業府外

京都府亀岡市西つつじケ丘美山台2丁目3番20-5号 代表取締役 村田雅昭
株式会社MURATA電工0000022223 0771-25-9239 中小企業市外

大阪府東大阪市中新開２丁目4番7号 代表取締役社長 川邉和義
株式会社明西エンジニアリング0000006337 072-967-3400 中小企業府外

（群馬県）大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号 代表取締役社長 夏村匡
明星電気株式会社0000006562 06-7730-9848 大企業府外 （支店長 平野一也）

明電ファシリティサービス株式会 （東京都）大阪府大阪市中央区瓦町四丁目2番14号 代表取締役 椿原正浩
0000009859 06-6203-6595 大企業府外 （支店長 水原和夫）社

大阪府枚方市津田北町２丁目３４番１２号 代表取締役 松村俊輔
有限会社明阪ホイストサービス0000018190 072-858-2373 中小企業府外
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（東京都）大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル 代表取締役社長 山口賢二
メタウォーター株式会社0000006372 06-7709-9503 大企業府外

（部長 田沼剛）

福岡県福岡市中央区那の津４丁目３番４号 代表取締役 河合潤
株式会社メディコネ0000023401 092-714-3511 中小企業府外

大阪府大阪市中央区本町４丁目4番13号 代表取締役 安井大介
安井工業写真株式会社0000016678 06-6245-5688 中小企業府外

大阪府東大阪市高井田本通７丁目7番19号 昌利ビル 代表取締役 豊嶋貴嗣
ヤマトヨ産業株式会社0000008579 06-6788-1581 中小企業府外

京都府城陽市富野 高井60-90 山本 明夫
山本電気設備管理事務所0000019499 0774-52-7356 中小企業市外

ヤンマーエネルギーシステム株式 （大阪府）兵庫県尼崎市潮江一丁目3番30号 代表取締役社長 山下宏治
0000013052 06-4960-8158 大企業府外 （執行役員大阪支社長 新見雅徳）会社

大阪府大阪市北区中之島3丁目3番23号 代表取締役 松田憲二
ユアサエムアンドビー株式会社0000006570 06-6443-0111 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区高津315-2 大阪ビル本館 代表取締役社長 田村公正
株式会社ＵＳＥＮ0000021974 06-6643-8690 中小企業府外

（エンジニアセンター長 上田志朗）

株式会社ＵＳＥＮＩＣＴＳｏｌｕ 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 代表取締役 青柳陽一
0000023603 03-6823-7070 中小企業府外ｔｉｏｎｓ

滋賀県大津市月輪4-10-14 湯口恭伸
湯口電気設備管理事務所0000019486 077-543-0840 中小企業府外

兵庫県尼崎市平左衛門町18番地の48 代表取締役 浜本朋憲
株式会社豊電機工業所0000018120 06-4869-5310 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーＢ 代表取締役社長 田中建
ユニアデックス株式会社0000013393 06-7178-0211 大企業府外 （常務執行役員関西支店長 渡邉岳治）

東京都渋谷区代々木二丁目2番1号 代表取締役 清水亘
ユミルリンク株式会社0000020757 03-6820-0088 中小企業府外

横河ソリューションサービス株式 （東京都）大阪府大阪市北区梅田二丁目4番9号 代表取締役 八橋弘昌
0000005695 06-6341-1440 大企業府外

（副支社長 川出慎士）会社

大阪府大阪市鶴見区横堤１丁目12番13-207号 所長 横田慎一
横田慎一公認会計士事務所0000022589 090-9549-4241 中小企業府外

株式会社ヨコモリ電池屋コーポレ 東京都渋谷区笹塚3-33-4 代表取締役 横森英俊
0000019128 03-3378-0156 中小企業府外ーション

（奈良県）大阪府大阪市東成区東小橋１丁目15番19号 代表取締役 吉田真也
吉田機電株式会社0000011734 06-6973-4501 中小企業府外 （取締役支店長 石山光剛）

（大阪府）大阪府東大阪市長田中3丁目5-44 代表取締役社長 高橋俊泰
株式会社ライオン事務器0000023553 06-6747-1335 大企業府外 （大阪本店長 稲田隆史）

大阪府吹田市江の木町10番34号 代表取締役 西澤康
株式会社ライト0000018195 06-6190-0123 中小企業府外

ライフテック・イノベーション株 （大阪府）大阪府大阪市東成区深江北３丁目6-14 代表取締役 中平憲助
0000022264 06-4705-8511 中小企業府外 （施行部部長 山本秀人）式会社

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0010 電気機械・器具
0007 その他（電気機械・器具）

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府向日市寺戸町七ノ坪141 代表取締役 波夛野賢
株式会社リヴ0000020898 075-924-0211 中小企業市外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町538 ヤサカ烏丸御池ビル6階 代表取締役社長 羽山明
理想科学工業株式会社0000001715 221-3811 大企業府外

（営業所長 近藤充）

（東京都）京都府京都市 中京区弁慶石町51 菱電商事京都ビル4Ｆ 取締役社長 富澤克行
菱電商事株式会社0000005070 050-9002-4875 大企業府外 （京都営業所長 田原作家）

東京都港区六本木６丁目15番21号 ハークス六本木ビル 代表取締役社長 分部至郎
株式会社レイ0000021316 03-5410-3861 大企業府外

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤ 東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル4階 代表取締役社長 向吉智樹
0000022521 03-6758-2111 中小企業府外レス

株式会社ＷＯＷＯＷコミュニケー 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番5号 代表取締役社長 山崎一郎
0000022594 045-683-3660 大企業府外ションズ

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0011 機械器具・工具
0001 工具・工作機械

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（滋賀県）京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町11 代表取締役 増本敏幸
株式会社アヤハディオ0000023600 326-6700 大企業府外

（店長 鍵本純一）

（東京都）大阪府大阪市西淀川区御幣島二丁目1番14号 代表取締役 中谷宗平
安全自動車株式会社0000009428 06-6472-0361 中小企業府外

（支店長 後藤正）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

株式会社イシイフィールドサービ 兵庫県小野市王子町403-2 代表取締役 石井和志
0000019977 0794-70-8735 中小企業府外ス

東京都千代田区永田町2丁目14番2号 代表取締役社長 本郷義昭
伊藤忠マシンテクノス株式会社0000007143 03-3506-3511 大企業府外

大阪府大阪市淀川区西中島3丁目9番13号 代表取締役 北村正道
岩谷化学工業株式会社0000010579 06-6886-6651 中小企業府外

（大阪府）滋賀県大津市梅林1丁目3番24号 オー・エックス大津ビル3Ｆ 代表取締役社長執行役員 間島寛
岩谷産業株式会社0000008442 077-511-3720 大企業府外

（京滋支店長 森脇豊）

京都府八幡市戸津北小路4番地 代表 佐野和則
ウィズＥＴ0000010265 981-6500 中小企業市外

（福井県）京都府八幡市下奈良 名越15番1 代表取締役 中村顕
宇野酸素株式会社0000017452 972-3761 中小企業府外 （所長 河部勇二）

（福岡県）大阪府吹田市広芝町10-25 第2池上ビル 代表取締役 川島潤一郎
株式会社エース・ウォーター0000020972 06-6192-9771 中小企業府外 （支店長 大西健司）

兵庫県尼崎市元浜町５丁目91番地 代表取締役 初田邦夫
株式会社エボシ製作所0000019535 06-6419-1681 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市東山区清水4丁目161-1 代表取締役社長 大志野恵一郎
大志野産業株式会社0000002228 531-5808 中小企業府外 （所長 大志野恵一郎）

大阪府大阪市鶴見区茨田大宮３20-6 代表取締役 落合正彦
落合ＥＮＧ機設株式会社0000021997 06-6913-1200 中小企業府外

奈良県香芝市北今市四丁目245番地の1 代表取締役 亀川法生
株式会社カメカワ0000020438 0745-76-4128 中小企業府外

（兵庫県）大阪府大阪市北区曽根崎2丁目12番7号 代表取締役 高来悟
川重商事株式会社0000005420 06-6360-3151 大企業府外 （工事統括部長 松田智行）

大阪府豊中市庄内東町６丁目7番8号 代表取締役 三條場英敏
関西軌器有限会社0000022653 06-6334-7416 中小企業府外

（東京都）京都府京都市右京区西院西矢掛町18番地 代表取締役 山本洋
関東物産株式会社0000000467 050-6861-3564 中小企業府外 （所長 岡之上充）

（京都府）京都府京都市左京区岩倉忠在地町218 代表理事組合長 田村義明
京都中央農業協同組合0000019975 711-3051 中小企業市外 （部長 吉田太）

極東サービスエンジニアリング株 東京都品川区東品川 ３丁目15-10 代表取締役 山根哲
0000016766 03-5781-9833 中小企業府外式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目1番3号 ＳＯＲＡ新大阪２１・１４０１室 代表取締役 山本日出男
キンパイ商事株式会社0000000463 06-6396-6451 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0011 機械器具・工具
0001 工具・工作機械

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府大阪市中央区本町橋6番22号 代表取締役 草野和弘
草野産業株式会社0000005062 06-6944-1213 中小企業府外

クボタ環境エンジニアリング株式 （東京都）兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 代表取締役 中河浩一
0000005513 06-6470-5921 中小企業府外

（支社長 加藤佳行）会社

（大阪府）大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 代表取締役社長 内田睦雄
株式会社クボタ建設0000016529 06-4396-2351 大企業府外 （執行役員大阪支社長 永井春樹）

大阪府東大阪市渋川町四丁目5番28号 代表取締役社長 安達良紀
クラスターテクノロジー株式会社0000022294 06-6726-2711 中小企業府外

兵庫県神戸市中央区新港町8番2号 代表取締役 粟田隆央
慧通信技術工業株式会社0000019871 078-335-0882 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市港区石田3丁目3-16 代表取締役 今村太
コーヨー株式会社0000020774 06-6571-8981 中小企業府外 （所長 吉田将章）

大阪府高槻市大塚町１丁目29番11号 代表取締役 小笹敏美
光栄電池株式会社0000020417 072-673-2458 中小企業府外

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

大阪府大阪市西区江戸堀1丁目18番11号 代表取締役 杉本秀司
株式会社サム0000008863 06-6441-4760 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原三丁目4番30号 代表取締役社長 石田博一
三機工業株式会社0000005025 06-6350-8101 大企業府外 （常務執行役員支社長 勝野耕治）

大阪府大阪市西区新町１丁目１０番２号 代表取締役 里井和行
三恒商事株式会社0000014009 06-6538-0571 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目6番2号 代表取締役 小嶋敦
サンセイ株式会社0000019554 06-6395-1119 大企業府外

京都府宮津市字鶴賀2070番地の1 代表取締役 今井一雄
株式会社三洋商事0000023153 0772-22-4333 中小企業市外

京都府長岡京市神足 雲宮5番地の1 代表取締役 塩見和彦
株式会社塩見商店0000018137 953-3001 中小企業市外

大阪府交野市幾野6丁目33番2号 代表取締役 嶋田健一
島田化成株式会社0000008183 072-891-7431 中小企業府外

大阪府八尾市青山町3丁目5番31号 代表取締役 土橋優
昭和技研株式会社0000009244 072-991-1067 中小企業府外

京都府木津川市山城町綺田川久保17-1 代表取締役 坂東雅樹
株式会社信栄商会0000023243 0774-34-0245 中小企業府外

大阪府豊能郡豊能町余野219-1 代表者 上田勝則
新和興産機械部0000000705 072-739-1212 中小企業府外

大阪府大阪市北区豊崎三丁目19番3号 代表取締役社長 松岡俊宏
株式会社ＪＲ西日本テクノス0000023143 06-7223-8765 中小企業府外

（神奈川県）大阪府大阪市淀川区宮原一丁目1番1号 代表取締役社長 大下元
ＪＦＥエンジニアリング株式会社0000005607 06-6398-5190 大企業府外 （支店長 川畑康浩）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0011 機械器具・工具
0001 工具・工作機械

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番5号 辰野新大阪ビル 代表取締役社長 池口学
水ingエンジニアリング株式会社0000005518 06-6309-7272 大企業府外

（支店長 中村一之）

奈良県北葛城郡河合町大字川合490番地 代表取締役 田畑三治
有限会社スケープテクチャー0000021279 0745-56-3107 中小企業府外

（福岡県）大阪府大阪市北区梅田3丁目4番5号 代表取締役 税所幸一
西部電機株式会社0000005549 06-4796-6711 大企業府外 （支店長 西村勇）

（福井県）京都府京都市中京区壬生森前町6番地 代表取締役 村松健一
高石機械産業株式会社0000005189 802-0171 中小企業市外 （取締役執行役員社長 國井孝泰）

兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目2番33号 代表取締役 仲西啓祐
株式会社タクマプラント0000006990 06-6488-8434 中小企業府外

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

愛知県西尾市米津町五郎田1番地1 代表取締役 下玉利淳也
株式会社タマリ工業0000022526 0563-57-1171 中小企業府外

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

京都府相楽郡精華町精華台7丁目4番地6 代表取締役 大田凱敬
ダイナミックツール株式会社0000022657 0774-98-0518 中小企業市外

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（広島県）大阪府大阪市西区靱本町１丁目11番7号 信濃橋三井ビルディング３Ｆ 代表取締役 菅田博文
テラル株式会社0000016128 06-4803-8807 中小企業府外 （支店長 若林聡）

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

（福井県）京都府京都市下京区東堀川通下魚の棚下る鎌屋町39-1 代表取締役 酒井貞美
轟産業株式会社0000018780 361-4291 大企業府外

（取締役支店長 三井政敏）

（東京都）京都府京都市 南区上鳥羽 火打形町259 代表取締役 深尾定男
株式会社巴商会0000018123 691-7990 中小企業府外 （所長 山越錠司）

大阪府豊中市西泉丘三丁目3番23-613号 代表社員 中村智徳
合同会社豊中商店0000023200 06-7508-7325 中小企業府外

（大阪府）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 代表取締役社長 原田耕太郎
株式会社酉島製作所0000000357 06-6392-0400 大企業府外 （支店長 田中勝彦）

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1-14 住友生命新大阪北ビル13階 代表取締役 中村弘樹
株式会社中村自工0000023421 06-6350-7001 中小企業府外 （大阪営業所長 中西資夫）

大阪府枚方市田口1丁目23番12号 代表取締役 永田幸一
永田機電工業株式会社0000005602 072-848-3381 中小企業府外

（大阪府）京都府宇治市宇治樋ノ尻60番地 代表取締役 竹本克哉
西日本イワタニガス株式会社0000008441 0774-20-1010 大企業府外 （所長 植野公博）
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内容別名簿（物品関係）市外
0011 機械器具・工具
0001 工具・工作機械

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）京都府京都市中京区河原町二条下る二丁目一之船入町537番地20 FIS御池ビル 代表取締役 増田尚弘
日本車輛洗滌機株式会社0000007015 777-1233 中小企業府外

（京都営業所長 増田尚弘）

大阪府茨木市西駅前町5番24号 代表取締役 辰村周平
日本省力機械株式会社0000010462 072-620-0252 中小企業府外

奈良県大和郡山市筒井町933番地の1 代表取締役 原田芳朗
株式会社原田鑿井設備工業所0000006549 0743-56-8880 中小企業府外

大阪府大阪市 住之江区南港北 １丁目7番89号 取締役社長 三野禎男
日立造船株式会社0000005781 06-6569-0001 大企業府外

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

大阪府摂津市鳥飼銘木町15番21号 代表取締役 堀本和幸
株式会社ピーシー販売0000017664 072-653-3201 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外

（所長 水谷博喜）

愛知県弥富市東末広九丁目16番地の1 代表取締役 平子健
富士ホイスト工業株式会社0000007264 0567-68-1177 中小企業府外

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（大阪府）京都府京都市右京区西院久田町100 代表取締役 横田好明
株式会社扶洋0000005375 311-2411 大企業府外 （所長 成重政俊）

大阪府大阪市西成区津守3丁目3番1号 代表取締役 岸本毅
株式会社豊国昭和起重機製作所0000006970 06-6653-3841 中小企業府外

奈良県大和郡山市横田町595番地の1 代表取締役 北森康史
株式会社ホウワ0000010500 0743-57-8000 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区南新町2-2-5 取締役社長 竹下敏章
株式会社マルカ0000022279 06-6450-6835 大企業府外

（部長 吉田栄利）

福井県福井市豊島２丁目6番7号 代表取締役 土谷秀靖
株式会社マルツ電波0000021536 0776-22-0464 中小企業府外

大阪府大阪市浪速区桜川４丁目10番27号 代表取締役 三好尚志
株式会社ミヨシ0000016031 06-6567-0821 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場２丁目4番12号 代表取締役社長 田村博之
ユアサ商事株式会社0000016400 06-6266-4602 大企業府外 （上席執行役員支配人関西支社長 佐古晴彦）

岐阜県安八郡安八町東結字柳田544の1 代表取締役 森康成
株式会社ユイテック0000020477 0584-47-8180 中小企業府外

大阪府茨木市宮島３丁目2-15 代表取締役 陰山彰
ユニバーサル機器株式会社0000005543 072-632-7171 中小企業府外

株式会社ヨコモリ電池屋コーポレ 東京都渋谷区笹塚3-33-4 代表取締役 横森英俊
0000019128 03-3378-0156 中小企業府外ーション

大阪府吹田市江の木町10番34号 代表取締役 西澤康
株式会社ライト0000018195 06-6190-0123 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0011 機械器具・工具
0001 工具・工作機械

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（大阪府）大阪府大阪市北区南森町1丁目4番10号 代表取締役 森川浩
理水化学株式会社0000005545 06-6362-6526 中小企業府外

（支店長 木澤太郎）

（東京都）京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町51 代表取締役 浦野輝虎
株式会社レンタルのニッケン0000014572 622-7723 大企業府外

（所長 小出剛）

大阪府大阪市西区阿波座１丁目5番16号 代表取締役 中山正明
ロイヤルホームセンター株式会社0000010562 06-4391-8830 大企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0011 機械器具・工具
0002 ミシン

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（滋賀県）京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町11 代表取締役 増本敏幸
株式会社アヤハディオ0000023600 326-6700 大企業府外

（店長 鍵本純一）

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町東入真町68 代表取締役 久保允誉
株式会社エディオン0000015814 213-6031 大企業府外

（店長 金子誠治）

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

（東京都）京都府京都市伏見区西大手町307-721 代表取締役 齋藤真
株式会社ジャノメ0000002004 601-8171 大企業府外 （部長 木曽山修）

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外

（所長 水谷博喜）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0011 機械器具・工具
0003 石油・ガス機械器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

兵庫県伊丹市中央５丁目5番10号 代表取締役 北嶋太郎
伊丹産業株式会社0000016732 072-783-0001 中小企業府外

東京都千代田区永田町2丁目14番2号 代表取締役社長 本郷義昭
伊藤忠マシンテクノス株式会社0000007143 03-3506-3511 大企業府外

京都府長岡京市東神足二丁目15番16号 代表者 井上聡
井上邦一商店0000003920 075-951-5522 中小企業市外

大阪府大阪市淀川区西中島3丁目9番13号 代表取締役 北村正道
岩谷化学工業株式会社0000010579 06-6886-6651 中小企業府外

（福井県）京都府八幡市下奈良 名越15番1 代表取締役 中村顕
宇野酸素株式会社0000017452 972-3761 中小企業府外 （所長 河部勇二）

京都府向日市物集女町森ノ上6-20 代表取締役 米田竜馬
株式会社エネルギーステーション0000007189 075-933-7600 中小企業市外

（大阪府）大阪府大阪市中央区瓦町４丁目５番９号 代表取締役 鷲尾修司
株式会社ガスネット0000000233 06-6204-5055 中小企業府外

（吉村和也）

兵庫県神戸市中央区新港町8番2号 代表取締役 粟田隆央
慧通信技術工業株式会社0000019871 078-335-0882 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原三丁目4番30号 代表取締役社長 石田博一
三機工業株式会社0000005025 06-6350-8101 大企業府外 （常務執行役員支社長 勝野耕治）

（大阪府）大阪府大阪市浪速区日本橋五丁目1番11号 代表取締役 金谷隆平
上新電機株式会社0000015628 06-6634-0911 大企業府外 （部長 村上斉）

兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目2番33号 代表取締役 仲西啓祐
株式会社タクマプラント0000006990 06-6488-8434 中小企業府外

（東京都）京都府京都市伏見区竹田西段川原町102番地 代表取締役社長 谷口秀一
タニコー株式会社0000014570 642-8056 大企業府外 （所長 木原武一）

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

トキコシステムソリューションズ （神奈川県）大阪府摂津市鶴野２丁目3番15号 代表取締役 輪島勝紀
0000008834 050-3537-3503 大企業府外 （支店長 私市渉）株式会社

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

（福井県）京都府京都市下京区東堀川通下魚の棚下る鎌屋町39-1 代表取締役 酒井貞美
轟産業株式会社0000018780 361-4291 大企業府外 （取締役支店長 三井政敏）

（東京都）京都府京都市 南区上鳥羽 火打形町259 代表取締役 深尾定男
株式会社巴商会0000018123 691-7990 中小企業府外 （所長 山越錠司）

（東京都）大阪府吹田市広芝町15-12 五葉江坂ビル6階 代表取締役社長 福田晴久
ネポン株式会社0000017445 06-6310-6315 中小企業府外 （所長 藤沼靖行）

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0011 機械器具・工具
0003 石油・ガス機械器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

京都府向日市森本町石田22番地の51 取締役 山本康史
有限会社山本商会0000015164 075-922-8901 中小企業市外

ヤンマーエネルギーシステム株式 （大阪府）兵庫県尼崎市潮江一丁目3番30号 代表取締役社長 山下宏治
0000013052 06-4960-8158 大企業府外 （執行役員大阪支社長 新見雅徳）会社

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0011 機械器具・工具
0004 厨房機械・器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（愛知県）京都府京都市南区上鳥羽藁田町10 代表取締役社長 寺部良洋
株式会社アイホー0000008902 681-2841 大企業府外

（所長 中村伸司）

大阪府大阪市 東成区神路 ４丁目3番18号 代表取締役 光山卓也
旭株式会社0000017363 06-6972-8866 中小企業府外

（大阪府）滋賀県湖南市高松町8-1 代表取締役 木野村圭右
株式会社アルボース0000022850 0748-75-1281 中小企業府外 （京滋営業所長 伊東寛喜）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

京都府福知山市篠尾新町2丁目88番地 代表取締役 竹中悠
株式会社石坪0000012693 0773-22-4181 中小企業市外

兵庫県伊丹市中央５丁目5番10号 代表取締役 北嶋太郎
伊丹産業株式会社0000016732 072-783-0001 中小企業府外

東京都千代田区永田町2丁目14番2号 代表取締役社長 本郷義昭
伊藤忠マシンテクノス株式会社0000007143 03-3506-3511 大企業府外

（福井県）京都府八幡市下奈良 名越15番1 代表取締役 中村顕
宇野酸素株式会社0000017452 972-3761 中小企業府外

（所長 河部勇二）

京都府向日市物集女町森ノ上6-20 代表取締役 米田竜馬
株式会社エネルギーステーション0000007189 075-933-7600 中小企業市外

滋賀県大津市神領三丁目１４番７号 代表取締役 奥村利樹
奥村管工株式会社0000013778 077-545-1169 中小企業府外

大阪府大阪市鶴見区茨田大宮３20-6 代表取締役 落合正彦
落合ＥＮＧ機設株式会社0000021997 06-6913-1200 中小企業府外

東京都千代田区神田錦町3-19-21 代表取締役 百村功
株式会社オフィスジャパン0000022622 03-5281-0277 中小企業府外

京都府南丹市美山町静原垣内10番地1 梶原眞
梶原商店0000011885 0771-75-0002 中小企業市外

（東京都）京都府京都市伏見区北端町54 代表取締役 北川正樹
北沢産業株式会社0000012701 623-3011 大企業府外

（所長 中村智彦）

滋賀県栗東市六地蔵709番地3 代表取締役 太田雅章
株式会社キャムズ0000022656 077-551-0517 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原三丁目4番30号 代表取締役社長 石田博一
三機工業株式会社0000005025 06-6350-8101 大企業府外 （常務執行役員支社長 勝野耕治）

京都府宮津市字鶴賀2070番地の1 代表取締役 今井一雄
株式会社三洋商事0000023153 0772-22-4333 中小企業市外

（大阪府）京都府京都市南区上鳥羽南花名町27 代表取締役社長 中野圭二
三和厨房株式会社0000010367 672-4108 中小企業府外 （所長 高橋義之）

長野県長野市桐原１丁目２ー１２ 代表取締役 小野大輔
信濃化学工業株式会社0000016664 026-243-1115 中小企業府外

東京都渋谷区宇田川町2番1号 渋谷ホームズ６０３号 代表取締役 井口哲朗
ＪＳＣ株式会社0000021842 03-5456-1348 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0011 機械器具・工具
0004 厨房機械・器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外

（所長 猿橋生久）

（大阪府）大阪府大阪市浪速区日本橋五丁目1番11号 代表取締役 金谷隆平
上新電機株式会社0000015628 06-6634-0911 大企業府外

（部長 村上斉）

（東京都）大阪府大阪市旭区新森１丁目7番47号 取締役社長 濱野壽之
株式会社鈴木シャッター0000012827 06-6956-6221 大企業府外 （支店長 藤澤義裕）

大阪府大阪市東淀川区西淡路１丁目3番26-801 代表取締役社長 高藤俊信
株式会社綜合電装0000021493 06-6379-7565 中小企業府外

大阪府堺市 美原区今井399番6 代表取締役 高木雅之
タカギ産業株式会社0000017446 072-362-3281 中小企業府外

（東京都）京都府京都市伏見区竹田西段川原町102番地 代表取締役社長 谷口秀一
タニコー株式会社0000014570 642-8056 大企業府外 （所長 木原武一）

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

京都府相楽郡精華町精華台7丁目4番地6 代表取締役 大田凱敬
ダイナミックツール株式会社0000022657 0774-98-0518 中小企業市外

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

滋賀県長浜市細江町864番地4 代表取締役社長 高橋康之
ティーエムエルデ株式会社0000018808 0749-72-8110 中小企業府外

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

（大阪府）京都府京都市伏見区竹田田中宮町15番地 代表取締役 中西一真
株式会社中西製作所0000002664 603-6650 大企業府外 （所長 葛山智之）

（兵庫県）京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町122-1 代表取締役社長 岡田望
ニチワ電機株式会社0000021772 605-4811 中小企業府外

（所長 松岡秀樹）

大阪府大阪市此花区西九条3丁目16番3号 代表取締役 上田常義
日化産業株式会社0000009826 06-6462-7321 中小企業府外

（東京都）京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町132 代表取締役 齋藤有史
日本調理機株式会社0000015368 604-6337 大企業府外 （所長 吉井理嗣）

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

（東京都）京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町36 代表取締役 熊谷光治
株式会社フジマック0000013880 645-2662 大企業府外 （所長 辰巳公一）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（大阪府）京都府京都市右京区西院久田町100 代表取締役 横田好明
株式会社扶洋0000005375 311-2411 大企業府外 （所長 成重政俊）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0011 機械器具・工具
0004 厨房機械・器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（大阪府）京都府京都市下京区五条通り堀川西入る柿本町579番地 五条堀川ビル5階 代表取締役 田中裕一
ホシザキ京阪株式会社0000009358 344-6411 中小企業府外

（所長 高間健史）

（大阪府）大阪府大阪市中央区南新町2-2-5 取締役社長 竹下敏章
株式会社マルカ0000022279 06-6450-6835 大企業府外

（部長 吉田栄利）

（東京都）京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町110 代表取締役社長 渡辺恵一
株式会社マルゼン0000009647 602-1221 大企業府外 （支店長 山本一郎）

福井県福井市豊島２丁目6番7号 代表取締役 土谷秀靖
株式会社マルツ電波0000021536 0776-22-0464 中小企業府外

三菱電機システムサービス株式会 （東京都）大阪府大阪市北区大淀中一丁目4番13号 代表取締役 山本雅之
0000006558 06-6454-3911 大企業府外 （取締役支社長 岡田英治）社

京都府向日市森本町石田22番地の51 取締役 山本康史
有限会社山本商会0000015164 075-922-8901 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場２丁目4番12号 代表取締役社長 田村博之
ユアサ商事株式会社0000016400 06-6266-4602 大企業府外

（上席執行役員支配人関西支社長 佐古晴彦）

（東京都）大阪府大阪市中央区高津315-2 大阪ビル本館 代表取締役社長 田村公正
株式会社ＵＳＥＮ0000021974 06-6643-8690 中小企業府外

（エンジニアセンター長 上田志朗）

株式会社ヨコモリ電池屋コーポレ 東京都渋谷区笹塚3-33-4 代表取締役 横森英俊
0000019128 03-3378-0156 中小企業府外ーション

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0011 機械器具・工具
0005 特殊機械器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（神奈川県）大阪府大阪市中央区船場中央３丁目2番 船場センタービル8号館322号 代表取締役 角野修一
株式会社ＩＥＭ0000020209 06-6121-7280 中小企業府外

（支店長 秋澤信一朗）

（東京都）京都府京都市中京区三条通高倉東入桝屋町59番地1 代表取締役社長 村上晃一
ＩＨＩ運搬機械株式会社0000012729 256-9150 大企業府外

（所長 田中亨）

株式会社ＩＨＩ回転機械エンジニ （東京都）大阪府吹田市豊津町13番11号 代表取締役社長 川崎義則
0000006611 06-6386-4841 大企業府外 （所長 郡司英貴）アリング

（大阪府）京都府京都市伏見区過書町792番地2 代表取締役 前田幸治
アイテック株式会社0000015041 604-4640 大企業府外 （支店長 辻芳尚）

大阪府大阪市北区天満二丁目7番30号 代表取締役社長 村上博崇
朝日企業株式会社0000005051 06-6357-9873 中小企業府外

（神奈川県）京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花町6番地 代表取締役 津田博之
アマノ株式会社0000013883 662-2171 大企業府外 （支店長 田中壮一）

（大阪府）大阪府大阪市東成区深江北１丁目3番7号 代表取締役 有光幸紀
有光工業株式会社0000019883 06-6973-2001 中小企業府外

（課長 佃清次）

愛知県安城市明治本町9番7号 代表取締役 林典英
株式会社安城電機0000020747 0566-75-5515 中小企業府外

大阪府大阪市西区阿波座一丁目15番15号 第一協業ビル 代表取締役 松井精朗
株式会社いけうち0000015818 06-6538-1075 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原3丁目3番31号 代表取締役社長 石垣真
石垣メンテナンス株式会社0000005546 06-6350-0171 中小企業府外 （支店長 東良史）

東京都千代田区永田町2丁目14番2号 代表取締役社長 本郷義昭
伊藤忠マシンテクノス株式会社0000007143 03-3506-3511 大企業府外

イヨンインターナショナル株式会 東京都港区南青山一丁目1番1号 新青山ビル西館23階 代表取締役 原寛
0000021797 03-3470-1755 中小企業府外社

大阪府大阪市西淀川区佃５丁目９番３２号 代表取締役社長 山谷敏
イワキ・モリタニ電工株式会社0000012882 06-6472-2641 中小企業府外

（福岡県）大阪府吹田市広芝町10-25 第2池上ビル 代表取締役 川島潤一郎
株式会社エース・ウォーター0000020972 06-6192-9771 中小企業府外

（支店長 大西健司）

大阪府大阪市北区西天満二丁目6番8号 代表取締役 工藤浩
エクセルシオ株式会社0000022353 06-6949-8546 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区平野町3丁目2番13号 平野町中央ビル 代表取締役 吉田俊範
荏原実業株式会社0000006001 06-6231-3171 大企業府外 （支社長 菊池桂司）

（東京都）大阪府大阪市西淀川区佃四丁目7番3号 代表執行役社長 浅見正男
株式会社荏原製作所0000017336 06-6478-5660 大企業府外 （支店長 柳田弘一）

大阪府大阪市此花区梅町２丁目２番２５号 代表取締役 中 篤司
株式会社エムライン0000015209 06-6468-7505 中小企業府外

兵庫県豊岡市神美台157番76 代表取締役 鈴木寛
ＯＥＳアクアフオーコ株式会社0000014588 0796-29-5210 中小企業府外

大阪府大阪市鶴見区茨田大宮３20-6 代表取締役 落合正彦
落合ＥＮＧ機設株式会社0000021997 06-6913-1200 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0011 機械器具・工具
0005 特殊機械器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府大阪市中央区南船場4丁目6番10号 代表取締役 細川俊介
オリエンタル機電株式会社0000006394 06-6251-3415 中小企業府外

（香川県）大阪府吹田市広芝町10番28号 オーク江坂ビル 代表取締役 鎌田長明
鎌長製衡株式会社0000009169 06-6339-0131 中小企業府外

（支店長 小森宏治）

大阪府大阪市淀川区田川２丁目5番31号 代表取締役 神内権三郎
株式会社神内電機製作所0000000322 06-6301-6751 中小企業府外

奈良県香芝市北今市四丁目245番地の1 代表取締役 亀川法生
株式会社カメカワ0000020438 0745-76-4128 中小企業府外

カヤバシステムマシナリー株式会 三重県津市雲出長常町1129番地11 代表取締役 坂井静
0000008803 059-234-4111 大企業府外社

（東京都）大阪府大阪市北区曽根崎２丁目12番7号 清和梅田ビル 代表取締役 橋本康彦
川崎重工業株式会社0000005011 06-6484-9310 大企業府外 （支社長 田坂秀樹）

（兵庫県）大阪府大阪市北区曽根崎2丁目12番7号 代表取締役 高来悟
川重商事株式会社0000005420 06-6360-3151 大企業府外

（工事統括部長 松田智行）

（東京都）大阪府大阪市東淀川区瑞光3-8-20 代表取締役 高津悟
川本サービス株式会社0000021350 06-6328-7734 中小企業府外

（支店長 松浦康彦）

大阪府豊中市庄内東町６丁目7番8号 代表取締役 三條場英敏
関西軌器有限会社0000022653 06-6334-7416 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9番2号 代表取締役 真弓登美雄
関西トースイ株式会社0000005841 06-6304-2451 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市伏見区竹田田中宮町14番地 代表取締役 橋詰秀彦
関西日立株式会社0000005367 605-5501 大企業府外 （支社長 清水智之）

（東京都）大阪府大阪市城東区成育１丁目6番26号 代表取締役 小川尚
株式会社カンツール0000009174 06-7711-3470 中小企業府外 （所長 保坂澄）

愛媛県松山市三番町四丁目9番地5 代表取締役社長 別府幹雄
株式会社ガバメイツ0000022017 089-968-2075 大企業府外

京都府向日市鶏冠井町馬司18番地 代表取締役 麻田友保
京栄ニチユ株式会社0000008316 933-9331 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原4丁目3番7号 ＭＰＲ新大阪ビル 代表取締役 吉村俊治
共和化工株式会社0000005558 06-6150-2211 中小企業府外 （支店長 河野吉治）

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島4-3-22 代表取締役 室岡猛
協和化工株式会社0000015865 06-6305-2521 中小企業府外 （所長 吉兼正幸）

（兵庫県）京都府京都市伏見区竹田向代町川町102番 ウイングヒルズ上鳥羽口205 代表取締役 布原達也
極東開発工業株式会社0000002660 602-1077 大企業府外 （所長 澤田裕二）

（千葉県）兵庫県尼崎市東灘波町五丁目9番1号 代表取締役 島田直弥
極東サービス株式会社0000013663 06-6489-2828 中小企業府外 （所長 桑村貴裕）

極東サービスエンジニアリング株 東京都品川区東品川 ３丁目15-10 代表取締役 山根哲
0000016766 03-5781-9833 中小企業府外式会社

大阪府大阪市西淀川区歌島２丁目1番12号 代表取締役 望田昭博
近畿環境サービス株式会社0000000208 06-4808-3222 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0011 機械器具・工具
0005 特殊機械器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

兵庫県三木市別所町巴20番地 代表取締役社長 和田知樹
近畿工業株式会社0000007176 0794-82-0100 中小企業府外

大阪府大阪市北区天満3丁目9番6号 代表取締役 坂本恵一
近畿設備株式会社0000006945 06-6356-3977 中小企業府外

クボタ環境エンジニアリング株式 （東京都）兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 代表取締役 中河浩一
0000005513 06-6470-5921 中小企業府外 （支社長 加藤佳行）会社

（大阪府）大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 代表取締役社長 内田睦雄
株式会社クボタ建設0000016529 06-4396-2351 大企業府外 （執行役員大阪支社長 永井春樹）

（大阪府）大阪府寝屋川市下木田町14番41号 代表取締役 藤田晴哉
倉敷紡績株式会社0000006282 072-820-7511 大企業府外 （エンジニアリング部長 磯部将典）

（東京都）大阪府高槻市芥川町一丁目7番26号 代表取締役 鎌田裕久
株式会社クリタス0000006654 072-686-6733 中小企業府外 （西日本支社長 町井昌宏）

兵庫県尼崎市西大物町1番22号 代表取締役 平澤英幸
ＫＥＥ環境工事株式会社0000005553 06-6482-5001 中小企業府外

東京都新宿区西新宿６丁目26-11 成子坂ハイツ1002号室 代表取締役 石住秀樹
株式会社元創0000023155 03-6911-3777 中小企業府外

大阪府高槻市大塚町１丁目29番11号 代表取締役 小笹敏美
光栄電池株式会社0000020417 072-673-2458 中小企業府外

（大阪府）京都府八幡市下奈良野神24-1 代表取締役社長 川崎義徳
光伸株式会社0000004204 075-981-9801 中小企業府外 （所長 野崎純一）

大阪府大阪市 平野区西脇 ２丁目12番26号 代表取締役社長 相薗岳生
株式会社交通電業社0000010351 06-6701-0111 中小企業府外

大阪府大阪市北区天満一丁目19番4号 代表取締役 高木眞敏
壽環境機材株式会社0000014057 06-6352-5880 中小企業府外

大阪府茨木市沢良宜西四丁目15番8号 代表取締役 芦分勇二
ゴルフ場用品株式会社0000020734 072-632-5861 中小企業府外

（香川県）京都府京都市伏見区竹田段川原町210 代表取締役 吉岡龍示
株式会社サムソン0000012686 645-4700 中小企業府外

（所長 芝地良夫）

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原三丁目4番30号 代表取締役社長 石田博一
三機工業株式会社0000005025 06-6350-8101 大企業府外 （常務執行役員支社長 勝野耕治）

大阪府大阪市西区新町１丁目１０番２号 代表取締役 里井和行
三恒商事株式会社0000014009 06-6538-0571 中小企業府外

京都府長岡京市勝竜寺西川原田1-2 代表取締役 川島利紀
株式会社サンセー0000004695 951-6594 中小企業市外

大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目6番2号 代表取締役 小嶋敦
サンセイ株式会社0000019554 06-6395-1119 大企業府外

大阪府大阪市淀川区宮原四丁目3番29号 代表取締役 良知昇
三精テクノロジーズ株式会社0000005263 06-6393-5661 大企業府外

（東京都）大阪府吹田市江坂町1丁目23番43号 代表取締役社長 高瀬哲哉
三葉化工株式会社0000000433 06-6280-0221 中小企業府外 （所長 田中豪一）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0011 機械器具・工具
0005 特殊機械器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

滋賀県長浜市大辰巳町33番地 代表取締役 鈴木厚
滋賀工業株式会社0000019221 0749-63-5501 中小企業府外

兵庫県神戸市中央区磯上通2丁目2番21号 代表取締役 小武海陽
神鋼環境メンテナンス株式会社0000007209 078-261-7940 中小企業府外

大阪府東大阪市本庄西１丁目2番12号 代表取締役 桂徹
新光産業株式会社0000013028 06-6745-2820 中小企業府外

（広島県）兵庫県尼崎市西向島町93番地の3 代表取締役 岡田太志
新日造エンジ株式会社0000013682 06-6430-7275 中小企業府外 （所長 松本純一）

大阪府大阪市北区大淀中一丁目15番6号 代表取締役 逢坂明稔
株式会社新日本電機製作所0000011882 06-6452-0081 中小企業府外

（兵庫県）大阪府大阪市淀川区宮原3丁目3番31号 上村ニッセイビル 代表取締役 五十川龍之
新明和工業株式会社0000000207 06-4807-5520 大企業府外 （支店長 安原巧）

（東京都）兵庫県明石市本町２丁目2番20号 朝日生命ビル 代表取締役 菅家誠司
新菱工業株式会社0000005412 078-939-5502 中小企業府外

（支店長 門脇基浩）

大阪府大阪市北区豊崎三丁目19番3号 代表取締役社長 松岡俊宏
株式会社ＪＲ西日本テクノス0000023143 06-7223-8765 中小企業府外

（神奈川県）大阪府大阪市淀川区宮原一丁目1番1号 代表取締役社長 大下元
ＪＦＥエンジニアリング株式会社0000005607 06-6398-5190 大企業府外 （支店長 川畑康浩）

神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地 代表取締役社長 保延和義
ＪＦＥ環境サービス株式会社0000015913 045-502-2226 大企業府外

神奈川県横浜市鶴見区末広町２丁目１番地 代表取締役 能登隆
ＪＦＥテクノス株式会社0000019219 045-505-7370 大企業府外

ジャパンレイクアンドキャナル株 滋賀県長浜市平方町868番地1-1111号 代表取締役 帆足紀幸
0000006319 0749-68-2407 中小企業府外式会社

（東京都）大阪府吹田市江坂町1丁目23番5号 代表取締役 原毅
株式会社水機テクノス0000019220 06-6337-1061 中小企業府外

（所長 佐渡島英治）

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番5号 辰野新大阪ビル 代表取締役社長 大汐信光
水ingAM株式会社0000021793 06-6390-6116 中小企業府外

（支店長 中村文明）

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番5号 辰野新大阪ビル 代表取締役社長 池口学
水ingエンジニアリング株式会社0000005518 06-6309-7272 大企業府外 （支店長 中村一之）

奈良県北葛城郡河合町大字川合490番地 代表取締役 田畑三治
有限会社スケープテクチャー0000021279 0745-56-3107 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 代表取締役社長 続木治彦
住友重機械搬送システム株式会社0000014137 06-7635-3638 大企業府外 （大阪支社長 中道徹）

（兵庫県）大阪府大阪市淀川区西中島5丁目14番10号 代表取締役 中川祥示
セイコー化工機株式会社0000005715 06-6838-7605 中小企業府外 （所長 田中尚之）

（神奈川県）大阪府大阪市中央区瓦町三丁目1番15号 旭洋ビル5階 代表取締役 沖津進一
株式会社青菱コミュニティ0000017310 06-4708-6162 中小企業府外 （所長 田中和幸）

（大阪府）大阪府吹田市山田市場10番1号 代表取締役 尾田英登
タイガー株式会社0000021334 06-6878-5421 中小企業府外 （内山武光）
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京都府久世郡久御山町中島池ノ上49番地 代表取締役 甲斐芳雄
株式会社大成総合設備0000010406 075-633-5454 中小企業市外

（福井県）京都府京都市中京区壬生森前町6番地 代表取締役 村松健一
高石機械産業株式会社0000005189 802-0171 中小企業市外

（取締役執行役員社長 國井孝泰）

大阪府豊中市島江町一丁目3番29号 取締役社長 高尾真司
株式会社高尾鉄工所0000006988 06-6332-5751 中小企業府外

兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号 代表取締役社長 南條博昭
株式会社タクマ0000005131 06-6483-2609 大企業府外

（東京都）兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号 代表取締役社長 辻一徳
株式会社タクマテクノス0000014186 06-6487-4810 大企業府外 （支社長 上村直也）

兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目2番33号 代表取締役 仲西啓祐
株式会社タクマプラント0000006990 06-6488-8434 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区木川東４丁目2番2号 代表取締役 上田和成
株式会社第一技研0000022536 06-6195-9903 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区大淀中1丁目4番16号 代表取締役社長 向井善彦
株式会社第一テクノ0000007095 06-6442-0300 大企業府外

（支店長 西尾光平）

大阪府大阪市淀川区木川東4丁目2番2号 代表取締役 上田功
株式会社第一テック0000017563 06-6306-6407 中小企業府外

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

株式会社ダイキンアプライドシス （東京都）京都府京都市南区上鳥羽大物町11-1 取締役社長 三品孝
0000000423 693-4670 大企業府外 （大井博之）テムズ

大阪府東大阪市長田東５丁目1番14号 代表取締役 佐々木厚治
大興機工株式会社0000006193 06-6748-7838 中小企業府外

（愛知県）大阪府茨木市清水一丁目16番35号 代表取締役 鈴木健嗣
株式会社大仙0000000700 072-643-5201 中小企業府外

（支社長 渡邉千洋）

大阪府大阪市港区福崎3丁目1番201号 代表取締役 南宣之
株式会社ダイゾー0000006277 06-6577-2503 大企業府外

京都府相楽郡精華町精華台7丁目4番地6 代表取締役 大田凱敬
ダイナミックツール株式会社0000022657 0774-98-0518 中小企業市外

大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番30号 代表取締役 堀田佳伸
ダイハツディーゼル株式会社0000005272 06-6454-2345 大企業府外

愛知県名古屋市瑞穂区内浜町二四番一号 代表取締役社長 後藤邦之
株式会社中央製作所0000008695 052-821-6113 中小企業府外

大阪府守口市八雲中町3丁目13番71号 代表取締役 竹中慎一
株式会社中央ポンプ製作所0000005741 06-6909-2351 中小企業府外

月島テクノメンテサービス株式会 （東京都）大阪府大阪市中央区瓦町三丁目6番5号 代表取締役 伊藤道夫
0000006853 06-6231-4800 大企業府外 （部長 石橋稔章）社

大阪府東大阪市高井田西3丁目2番21号 代表取締役 八和田靖夫
鶴亀温水器工業株式会社0000000602 06-6788-5301 中小企業府外
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大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目16番40号 代表取締役 辻本治
株式会社鶴見製作所0000000623 06-6911-3210 大企業府外

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

大阪府大阪市北区天満２丁目12番3号 代表取締役 田中謙二
株式会社ＴＦＣ0000015944 06-6358-7220 中小企業府外

滋賀県長浜市細江町864番地4 代表取締役社長 高橋康之
ティーエムエルデ株式会社0000018808 0749-72-8110 中小企業府外

埼玉県川口市芝下1丁目1番3号 代表取締役 三門克彰
株式会社テクアノーツ0000006872 048-424-2800 中小企業府外

東京都千代田区西神田１丁目4番5号 代表取締役 高橋久治
テスコ株式会社0000006599 03-5244-5311 大企業府外

大阪府大阪市北区松ケ枝町5-15 代表取締役社長 坂田晃造
株式会社テラオカ関西0000022648 06-6358-7021 中小企業府外

（広島県）大阪府大阪市西区靱本町１丁目11番7号 信濃橋三井ビルディング３Ｆ 代表取締役 菅田博文
テラル株式会社0000016128 06-4803-8807 中小企業府外

（支店長 若林聡）

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

（東京都）大阪府大阪市中央区南本町2丁目6番12号 代表取締役 村林秀晃
株式会社電業社機械製作所0000005142 06-6251-2561 大企業府外 （支店長 坂根寧）

（大阪府）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 代表取締役 河野祐一
東西化学産業株式会社0000000665 06-6947-3717 大企業府外 （支店長 前田明）

（大阪府）京都府京都市南区吉祥院石原開町62-2 代表取締役 岡田敏夫
東洋シヤッター株式会社0000003118 671-3581 大企業府外 （支店長 岡嶋保幸）

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

（京都府）京都府久世郡久御山町田井東荒見27-1 代表取締役社長 大蔵浩二
株式会社トミナガ0000003743 050-3185-0013 中小企業市外

（支店長 一力清志）

（東京都）大阪府大阪市北区梅田2丁目5番6号 代表取締役社長 山崎純大
株式会社巴商会0000004317 06-6342-6251 中小企業府外 （支店長代理 森田雄司）

群馬県伊勢崎市連取町3290番地5 代表取締役 中島明
株式会社中島自動車電装0000018786 0270-24-5678 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1-14 住友生命新大阪北ビル13階 代表取締役 中村弘樹
株式会社中村自工0000023421 06-6350-7001 中小企業府外 （大阪営業所長 中西資夫）

大阪府枚方市田口1丁目23番12号 代表取締役 永田幸一
永田機電工業株式会社0000005602 072-848-3381 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区吉祥院車道町48番地 代表取締役社長 三木敏生
ナブコドア株式会社0000002714 644-7257 大企業府外 （支店長 石丸寛）

（神奈川県）大阪府吹田市江の木町２６番３０号 代表取締役 寺田治夫
日本ギア工業株式会社0000005926 06-6368-3210 大企業府外 （所長 善如寺一雄）
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埼玉県さいたま市南区内谷４丁目10番6号 代表取締役 クリスチャン・オーティエ
日本オート・フォート株式会社0000021960 048-861-1621 中小企業府外

（神奈川県）大阪府大阪市中央区内本町1丁目3-5 代表取締役 齋藤安弘
日本原料株式会社0000005174 06-6941-5555 中小企業府外

（支店長 瀬田和俊）

（東京都）大阪府大阪市中央区平野町3丁目3番10号 浅野ビル 代表取締役 三宮正則
日本ゴンドラ株式会社0000014683 06-6222-2291 中小企業府外 （所長 西本真富）

（東京都）京都府京都市南区久世殿城町600番地の1 代表取締役 泉雅彦
株式会社日本サーモエナー0000001376 935-2541 大企業府外 （支店長 武内大介）

（東京都）大阪府大阪市北区小松原町2番4号 代表取締役社長 塚本英彦
日本信号株式会社0000005069 06-6312-3851 大企業府外 （取締役常務執行役員支社長 平野和浩）

兵庫県神戸市中央区海岸通１丁目1番1号 神戸郵船ビルディング304号 代表取締役 山本政和
日本水機調査株式会社0000017235 078-325-5373 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市浪速区難波中２丁目10番70号 代表取締役社長 中川雅寛
株式会社ノムラメディアス0000009607 06-6649-3336 中小企業府外

（事業所長 秋田昌彦）

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島五丁目14番22号 リクルート新大阪ビル9階 代表取締役 海内栄一
花木工業株式会社0000005891 06-6885-6361 中小企業府外

（支店長 舟越眞）

大阪府大阪市西区北堀江二丁目2番25号 久我ビル南館5階 代表取締役 津田賢二
ハロー・テクノ株式会社0000018218 06-6536-2251 中小企業府外

パナソニック環境エンジニアリン （大阪府）大阪府吹田市垂水町3丁目28番33号 代表取締役 代正一
0000006124 06-6338-1810 中小企業府外 （執行役員支店長 藤原詔司）グ株式会社

株式会社日立インダストリアルプ （東京都）大阪府大阪市 北区中之島 ２丁目3番18号 代表取締役 小林圭三
0000021828 06-6202-1703 大企業府外 （支店長 有瀧智之）ロダクツ

大阪府大阪市 住之江区南港北 １丁目7番89号 取締役社長 三野禎男
日立造船株式会社0000005781 06-6569-0001 大企業府外

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外

（所長 水谷博喜）

（福島県）大阪府吹田市広芝町5番37号 代表取締役 百田昭洋
株式会社福島製作所0000010488 06-6368-5750 中小企業府外 （大阪営業所所長 佐藤功）

（東京都）大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目9-15 代表取締役 遠藤直輝
株式会社富士ダイナミクス0000008920 06-6325-2761 中小企業府外 （取締役西日本営業所長 小坂田弘也）

愛知県弥富市東末広九丁目16番地の1 代表取締役 平子健
富士ホイスト工業株式会社0000007264 0567-68-1177 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区天満4丁目3番1号 代表取締役 佐野健二郎
扶桑電機工業株式会社0000015210 06-6352-6970 中小企業府外 （支店長 山之内武志）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（大阪府）京都府京都市右京区西院久田町100 代表取締役 横田好明
株式会社扶洋0000005375 311-2411 大企業府外 （所長 成重政俊）
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（東京都）京都府京都市伏見区竹田藁屋町38-1 代表取締役 小倉博之
文化シヤッター株式会社0000003306 604-5042 大企業府外

（部長 上家正之）

大阪府大阪市西成区津守3丁目3番1号 代表取締役 岸本毅
株式会社豊国昭和起重機製作所0000006970 06-6653-3841 中小企業府外

奈良県大和郡山市横田町595番地の1 代表取締役 北森康史
株式会社ホウワ0000010500 0743-57-8000 中小企業府外

（石川県）京都府亀岡市曽我部町重利風ノ口40番地 代表取締役 久保力
株式会社北陸近畿クボタ0000019257 0771-22-1881 大企業府外 （京都営業部長 西川恒之）

大阪府八尾市緑ヶ丘4丁目49番地 代表取締役 前田明
ポンプ技研株式会社0000004266 0774-24-1162 中小企業府外

東京都江東区牡丹三丁目14番15号 代表取締役社長執行役員 前川真
株式会社前川製作所0000016015 03-3642-8181 大企業府外

鹿児島県曽於市末吉町南之郷3050番地6 代表取締役 益留福一
マトヤ技研工業株式会社0000017351 0986-76-0018 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区南新町2-2-5 取締役社長 竹下敏章
株式会社マルカ0000022279 06-6450-6835 大企業府外

（部長 吉田栄利）

大阪府大阪市北区堂島浜１丁目4番16号 アクア堂島ＮＢＦタワー17階 代表取締役 柾木隆弘
ミザック株式会社0000015211 06-6344-2700 中小企業府外

大阪府大阪市北区南森町１丁目4番10号 代表取締役 川崎肇
株式会社水処理管理センター0000005984 06-6362-9106 中小企業府外

広島県広島市中区小町1番25号 代表取締役社長 三島浩二
株式会社水みらい広島0000022297 082-258-1315 中小企業府外

三井物産プラントシステム株式会 （東京都）大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 代表取締役社長 谷垣匡輝
0000011969 06-6226-3665 大企業府外 （支社長 稲垣靖彦）社

（神奈川県）大阪府大阪市中央区今橋2丁目5番8号 代表取締役 中井真治
三菱化工機アドバンス株式会社0000006634 06-6227-1660 大企業府外

（支店長 日下部欣哉）

三菱重工環境・化学エンジニアリ （神奈川県）大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番20号 三菱重工大阪ビル 代表取締役社長 菱沼 隆之
0000004406 06-6446-4080 大企業府外

（支店長 小島克友）ング株式会社

三菱重工マシナリーテクノロジー 広島県広島市西区観音新町四丁目6番22号 代表取締役 日詰眞一
0000011937 082-291-2339 大企業府外株式会社

（東京都）大阪府大阪市淀川区野中北1丁目5番21号 代表取締役 岡野伸泰
三菱重工冷熱株式会社0000005283 06-6391-7476 大企業府外 （近畿支社長 藤木誠）

三菱電機ビルソリューションズ株 （東京都）大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 代表取締役 松本匡
0000005381 06-6355-6000 大企業府外 （執行役員関西支社長 向山達也）式会社

三菱電機プラントエンジニアリン （東京都）大阪府大阪市北区堂島２丁目2番2号 代表取締役 市川誠
0000005986 06-6131-6613 大企業府外 （常務執行役員西日本本部長 岡本幸文）グ株式会社

（東京都）大阪府大阪市中央区瓦町３丁目1番15号 代表取締役 藤本聖二
三菱プレシジョン株式会社0000000307 06-6484-7206 大企業府外 （支社長 安達洋二）

富山県富山市奥田新町12-3 代表取締役 宮本芳樹
株式会社宮本工業所0000005436 076-441-2201 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0011 機械器具・工具
0005 特殊機械器具

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府東大阪市中新開２丁目4番7号 代表取締役社長 川邉和義
株式会社明西エンジニアリング0000006337 072-967-3400 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル 代表取締役社長 山口賢二
メタウォーター株式会社0000006372 06-7709-9503 大企業府外

（部長 田沼剛）

大阪府大阪市中央区博労町１丁目2番8号 代表取締役 木下和明
株式会社葯信社0000000283 06-6262-3113 中小企業府外

東京都品川区東品川一丁目6番3号 キャナールビル201号室 代表取締役社長 若木清
株式会社山下マシナリー0000006464 03-6277-3401 中小企業府外

大阪府東大阪市高井田本通７丁目7番19号 昌利ビル 代表取締役 豊嶋貴嗣
ヤマトヨ産業株式会社0000008579 06-6788-1581 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場２丁目4番12号 代表取締役社長 田村博之
ユアサ商事株式会社0000016400 06-6266-4602 大企業府外 （上席執行役員支配人関西支社長 佐古晴彦）

兵庫県尼崎市平左衛門町18番地の48 代表取締役 浜本朋憲
株式会社豊電機工業所0000018120 06-4869-5310 中小企業府外

大阪府茨木市宮島３丁目2-15 代表取締役 陰山彰
ユニバーサル機器株式会社0000005543 072-632-7171 中小企業府外

（奈良県）大阪府大阪市東成区東小橋１丁目15番19号 代表取締役 吉田真也
吉田機電株式会社0000011734 06-6973-4501 中小企業府外 （取締役支店長 石山光剛）

大阪府大阪市福島区吉野４丁目26番14号 代表取締役社長 伊藤吉秀
吉野ゴム工業株式会社0000007132 06-6461-5751 中小企業府外

兵庫県神戸市西区見津が丘１丁目3-1 代表取締役 米田稔
米田工機株式会社0000016647 078-994-2900 中小企業府外

（東京都）京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町51 代表取締役 浦野輝虎
株式会社レンタルのニッケン0000014572 622-7723 大企業府外 （所長 小出剛）

大阪府大阪市北区中崎西1-11-12 代表取締役 鳥居栄里子
株式会社ワールドパーク0000014598 06-6377-0305 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0001 測定機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府大阪市北区西天満４丁目3番18号 代表取締役 堀田修二
旭産業株式会社0000008331 06-6362-7922 中小企業府外

（愛知県）滋賀県長浜市宮司町76番地7 代表取締役 恒川賢太
朝日電気工業株式会社0000020939 0749-53-4607 中小企業府外

（所長 北村祐喜）

兵庫県尼崎市南初島町12番地の6 代表取締役 荒木宣人
株式会社アセック0000000520 06-6482-6660 中小企業府外

京都府宇治市槙島町落合121番地の2 代表取締役社長 鈴木良平
株式会社アテスト0000004250 0774-21-2170 中小企業市外

（東京都）京都府京都市南区唐橋門脇町6番地1 代表取締役社長 戸部浩介
アドバンテック東洋株式会社0000010252 693-2070 大企業府外 （京都営業所所長 稲垣美都雄）

東京都目黒区中央町一丁目5番12号 代表取締役 野澤裕
ANEOS株式会社0000021079 03-5768-8251 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町11 代表取締役 増本敏幸
株式会社アヤハディオ0000023600 326-6700 大企業府外

（店長 鍵本純一）

（東京都）京都府京都市伏見区中島北ノ口町25番地 代表取締役 福神雄介
アルフレッサ株式会社0000000768 623-5201 大企業府外

（関西営業本部京滋営業部長 矢頭明）

京都府福知山市篠尾新町2丁目88番地 代表取締役 竹中悠
株式会社石坪0000012693 0773-22-4181 中小企業市外

（東京都）東京都港区芝浦１丁目１０番１１号 代表取締役 細川善三
伊岳商事株式会社0000023388 03-3451-9351 中小企業府外 （取締役 古山忠章）

大阪府大阪市西淀川区佃５丁目９番３２号 代表取締役社長 山谷敏
イワキ・モリタニ電工株式会社0000012882 06-6472-2641 中小企業府外

株式会社ウイン・インターナショ （東京都）大阪府大阪市淀川区宮原二丁目14番10号 中尾ロイヤルビル４Ｆ 代表取締役社長 秋沢英海
0000013795 06-7662-7420 大企業府外 （大阪営業所長 高橋広二）ナル

（福岡県）大阪府吹田市広芝町10-25 第2池上ビル 代表取締役 川島潤一郎
株式会社エース・ウォーター0000020972 06-6192-9771 中小企業府外

（支店長 大西健司）

埼玉県蕨市北町４丁目8番5号 代表取締役 渡邉貴臣
株式会社エイクラ通信0000021271 048-443-2288 中小企業府外

（東京都）兵庫県尼崎市御園町24番地 代表取締役 橘義規
株式会社エイテック0000007446 06-4869-3321 大企業府外 （支社長 久川真史）

東京都品川区西五反田１丁目31-1 代表取締役 阿部健治
英和株式会社0000006913 06-6539-4801 大企業府外

大阪府大阪市北区万歳町3番20号 代表取締役 廣瀬一郎
ＳＷＨメディカル株式会社0000023581 06-6311-1821 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区新高一丁目8番17号 代表取締役 半田勝彦
株式会社エヌケーエス0000005689 06-6396-7414 中小企業府外

株式会社エヌ・ティ・ティ・デー 石川県金沢市彦三町一丁目1番1号 代表取締役社長 高橋将樹
0000022535 076-224-4646 中小企業府外タ北陸

（東京都）大阪府大阪市中央区平野町3丁目2番13号 平野町中央ビル 代表取締役 吉田俊範
荏原実業株式会社0000006001 06-6231-3171 大企業府外 （支社長 菊池桂司）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0001 測定機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

東京都港区港南二丁目16番1号 代表取締役 三池正泰
エム・シー・ヘルスケア株式会社0000015418 03-5781-7808 大企業府外

大分県大分市東春日町17番57号 代表取締役社長 加藤健
株式会社オーイーシー0000014618 097-537-1212 中小企業府外

（東京都）京都府京都市右京区西院坤町103番地 近藤ビル 代表取締役 松村かおり
株式会社オーヤラックス0000001365 075-314-0991 中小企業府外 （営業所長 森本成一）

（神奈川県）大阪府吹田市江坂町１丁目21番39号 土泰第一ビル203号 代表取締役 石田甲
大井電気株式会社0000015809 06-6388-6001 大企業府外 （支社長 佐々木康広）

大阪府大阪市中央区安土町１丁目7-13 トヤマビル本館6階 代表取締役 福岡耕平
株式会社大阪測器測器事業0000021961 06-6210-3151 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市東山区清水4丁目161-1 代表取締役社長 大志野恵一郎
大志野産業株式会社0000002228 531-5808 中小企業府外 （所長 大志野恵一郎）

オムロンフィールドエンジニアリ （東京都）大阪府大阪市福島区福島3丁目14-24 福島阪神ビルディング 代表取締役 四方克弘
0000005336 06-6348-1811 大企業府外

（近畿支店長 辻本一司）ング株式会社

オリオン・ラドセーフメディカル 東京都品川区西五反田２丁目12番19号 代表取締役 原邦彦
0000013752 03-5759-6011 中小企業府外株式会社

東京都葛飾区白鳥4丁目16番18号 代表取締役 稲谷栄己
株式会社勝島製作所0000006491 03-3603-7111 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区松屋町7番7号 代表取締役 本橋伸幸
株式会社カナデン0000023167 06-6763-6800 大企業府外 （常務取締役支社長 守屋太）

東京都杉並区荻窪五丁目26番13号 代表取締役社長 内田浩二
株式会社カネコ0000023235 03-3392-6831 中小企業府外

（香川県）大阪府吹田市広芝町10番28号 オーク江坂ビル 代表取締役 鎌田長明
鎌長製衡株式会社0000009169 06-6339-0131 中小企業府外 （支店長 小森宏治）

奈良県香芝市北今市四丁目245番地の1 代表取締役 亀川法生
株式会社カメカワ0000020438 0745-76-4128 中小企業府外

大阪府豊中市庄内東町６丁目7番8号 代表取締役 三條場英敏
関西軌器有限会社0000022653 06-6334-7416 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市城東区成育１丁目6番26号 代表取締役 小川尚
株式会社カンツール0000009174 06-7711-3470 中小企業府外 （所長 保坂澄）

（東京都）京都府京都市右京区西院西矢掛町18番地 代表取締役 山本洋
関東物産株式会社0000000467 050-6861-3564 中小企業府外 （所長 岡之上充）

愛媛県松山市三番町四丁目9番地5 代表取締役社長 別府幹雄
株式会社ガバメイツ0000022017 089-968-2075 大企業府外

大阪府大阪市西区京町堀一丁目8番5号 代表取締役社長 小久保鉄也
株式会社気象工学研究所0000016202 06-6441-1022 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46番地の1 (大樹生命京都山科ビル6Ｆ) 代表取締役社長 青井和夫
株式会社北浜製作所0000008234 583-2758 中小企業府外 （所長 宮崎勇人）

京都府向日市物集女町南条60番地の1 代表取締役 村上喜代博
株式会社京都科学機器0000020780 075-933-7663 中小企業市外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0001 測定機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）大阪府大阪市北区野崎町7番8号 梅田パークビル 代表取締役 田中義一
株式会社共和電業0000005868 06-6315-6761 大企業府外

（所長 池田雄司）

（東京都）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17階 代表取締役社長 岡田義也
極東貿易株式会社0000006058 06-6208-3120 大企業府外

（支店長 今野光広）

大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目1番3号 ＳＯＲＡ新大阪２１・１４０１室 代表取締役 山本日出男
キンパイ商事株式会社0000000463 06-6396-6451 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区新高3丁目3番11号 代表取締役 澤田力哉
金陵電機株式会社0000008416 06-6394-1161 中小企業府外

一般財団法人岐阜県公衆衛生検査 岐阜県岐阜市曙町 ４丁目6番地 理事長 中村弘揮
0000017304 058-247-1300 大企業府外センター

大阪府堺市北区北花田町三丁31番地の12 代表取締役 宮崎浩樹
ギャレットジャパン株式会社0000015239 072-253-6436 中小企業府外

大阪府大阪市中央区本町橋6番22号 代表取締役 草野和弘
草野産業株式会社0000005062 06-6944-1213 中小企業府外

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１丁目14番12号 代表取締役 杉本健司
グリーンブルー株式会社0000014686 045-322-1011 中小企業府外

兵庫県神戸市中央区新港町8番2号 代表取締役 粟田隆央
慧通信技術工業株式会社0000019871 078-335-0882 中小企業府外

（静岡県）大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル 代表取締役 廣瀬仁士
コイト電工株式会社0000005423 06-6367-2400 中小企業府外 （支店長 中川修）

兵庫県神戸市中央区東川崎町5丁目10番9号 代表取締役 走出高充
株式会社神戸清光0000015660 078-681-5789 中小企業府外

大阪府吹田市江の木町20番15号 代表取締役社長 篠原政治
向洋電機株式会社0000015243 06-6358-5311 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西中島5丁目5番15号 新大阪セントラルタワー 代表取締役 松浦敏泰
コスモトレーディング株式会社0000008666 06-6309-3578 中小企業府外

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区吉祥院九条町23番地の1 代表取締役 吉岡国士
国華電機株式会社0000003102 671-0141 中小企業府外 （京都営業所所長 竹内久登）

（東京都）大阪府大阪市西区西本町2丁目3-10 代表取締役 大須賀健
コニカミノルタジャパン株式会社0000018268 06-6110-0633 大企業府外 （官公庁営業部長 畑山雄一）

兵庫県神戸市灘区岩屋北町四丁目5番22号 代表取締役 浅田秀樹
株式会社コベルコＥ＆Ｍ0000021280 078-803-2901 中小企業府外

大阪府大阪市西区江戸堀1丁目18番11号 代表取締役 杉本秀司
株式会社サム0000008863 06-6441-4760 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区十三元今里1-7-7 代表取締役 井上晃仁
株式会社三工社0000022585 06-6390-1115 中小企業府外 （所長 卯木裕一）

京都府宮津市字鶴賀2070番地の1 代表取締役 今井一雄
株式会社三洋商事0000023153 0772-22-4333 中小企業市外
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大阪府大阪市淀川区宮原１丁目19番23号 代表取締役 中田正幸
株式会社サンリーク0000015932 06-6395-6801 中小企業府外

京都府長岡京市神足 雲宮5番地の1 代表取締役 塩見和彦
株式会社塩見商店0000018137 953-3001 中小企業市外

（東京都）京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町1 島津製作所N5号館3Ｆ 代表取締役 安藤修
株式会社島津アクセス0000010116 802-3101 大企業府外 （支店長 大成英一）

（大阪府）京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町1番地 代表取締役 河野文彦
島津サイエンス西日本株式会社0000021558 823-2930 中小企業府外 （所長 松原孝文）

島津メディカルシステムズ株式会 （大阪府）京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町1 代表取締役 三浦嘉章
0000008343 801-3316 大企業府外 （所長 谷口豊）社

（東京都）大阪府大阪市北区芝田１丁目1番4号 阪急ターミナルビル14F 代表取締役 西原克年
株式会社島津理化0000000431 06-6375-2551 中小企業府外 （支店長 江波戸幸博）

（兵庫県）滋賀県栗東市出庭2004-1 代表取締役 安藤和正
株式会社城山0000013059 077-599-1727 中小企業府外

（所長 今井貴介）

（広島県）京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町396-1 第３キョートビル３階 代表取締役社長 新川文登
新川電機株式会社0000008526 353-0707 大企業府外

（支社長 新川剛史）

（東京都）大阪府大阪市中央区平野町２丁目3番7号 取締役社長 長見善博
ジーエルサイエンス株式会社0000016750 06-6220-0500 大企業府外 （支店長 牧重明）

（静岡県）大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目5番10号 代表取締役 大橋一聡
JFEアクアサービス機器株式会社0000020439 06-6392-0711 中小企業府外 （所長 山内洋人）

兵庫県西宮市高畑町3番48号 代表取締役 吉居卓也
ＪＦＥアドバンテック株式会社0000005939 0798-66-1501 大企業府外

（大阪府）京都府京都市 伏見区竹田 向代町川町102番地 代表取締役 八木正浩
株式会社ジェイ・サイエンス関西0000004529 681-8261 中小企業府外 （取締役支店長 春木隆一）

ジョンソンコントロールズ株式会 （東京都）大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス27階 代表取締役社長 吉田浩
0000005643 0120-506-255 中小企業府外

（支店長 佐藤健）社

（東京都）大阪府吹田市江坂町1丁目23番5号 代表取締役 原毅
株式会社水機テクノス0000019220 06-6337-1061 中小企業府外

（所長 佐渡島英治）

大阪府大阪市 東成区東今里2丁目1番18号 代表取締役 伊藤秀之
株式会社スクールゴー0000018262 06-7777-8888 中小企業府外

住友電工テクニカルソリューショ （大阪府）大阪府大阪市此花区島屋１-１-３ 代表取締役社長 松本幸二
0000013881 06-6466-6517 中小企業府外 （西部統括部長 島田幸治）ンズ株式会社

セイコー・イージーアンドジー株 東京都中央区八丁堀 ２丁目26番9号 代表取締役 酒谷憲明
0000018142 03-5542-3101 中小企業府外式会社

兵庫県神戸市中央区港島南町１丁目4番4 代表取締役 為則通洋
西進商事株式会社0000004356 078-303-3810 中小企業府外

（兵庫県）大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号 代表取締役 西井希伊
西菱電機株式会社0000012731 06-4797-7601 大企業府外 （支社長 川端真史）

大阪府東大阪市長田 3丁目9番21号 代表理事 小川洋史
協同組合全日本富士金属共同機構0000018975 06-6787-2214 中小企業府外
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株式会社高見沢サイバネティック （東京都）大阪府大阪市北区堂山町3番3号 日本生命梅田ビル 代表取締役社長 高見澤和夫
0000008491 06-6363-8991 大企業府外

（所長 樺島秀記）ス

大阪府大阪市中央区島之内1丁目10番12号 代表取締役 中村信男
タキヤ株式会社0000015696 06-6253-0331 中小企業府外

新潟県新潟市秋葉区矢代田619番地 代表取締役 神子島岩男
竹井機器工業株式会社0000019527 0250-38-4131 中小企業府外

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

和歌山県和歌山市手平三丁目8番43号 代表取締役 堀井孝一
株式会社大黒0000013486 073-431-0316 中小企業府外

大阪府大阪市中央区安土町１丁目7-13 トヤマビル本館６階 代表取締役 福岡耕平
株式会社大測システック0000019589 050-3821-7234 中小企業府外

京都府相楽郡精華町精華台7丁目4番地6 代表取締役 大田凱敬
ダイナミックツール株式会社0000022657 0774-98-0518 中小企業市外

（広島県）大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1-5 代表取締役 福馬聡之
中外テクノス株式会社0000007967 06-4965-0022 中小企業府外

（支社長 永曽将人）

（愛知県）大阪府吹田市豊津町11-34 第10マイダビル7F 代表取締役社長 佐野錦司
中部科学機器株式会社0000018259 06-6192-8511 中小企業府外 （所長 飯塚稔）

（奈良県）京都府京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436 永和御池ビル606号 代表取締役 鶴島敏章
鶴島商事株式会社0000023165 090-9885-8182 中小企業府外 （代表取締役兼所長 鶴島敏章）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

大阪府箕面市船場 東 １丁目2番20号 ウオールマンビル6F 代表取締役 山川道明
ＴＰホールディングス株式会社0000018821 072-729-2690 中小企業府外

大阪府大阪市北区松ケ枝町5-15 代表取締役社長 坂田晃造
株式会社テラオカ関西0000022648 06-6358-7021 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市東淀川区西淡路一丁目15番3号 代表取締役 林輝
輝達商事株式会社0000023166 06-6195-6217 中小企業府外

（浜岡和彦）

株式会社デイケイケイサービス関 大阪府門真市宮前町1番6号 代表取締役 今吉雅之
0000000717 072-885-0261 中小企業府外西

（大阪府）大阪府東大阪市高井田中2丁目5番25号 代表取締役 濱谷和也
株式会社電業0000008531 06-6782-3171 中小企業府外 （大阪支店長 星野祐司）

（東京都）大阪府大阪市中央区南本町2丁目6番12号 代表取締役 村林秀晃
株式会社電業社機械製作所0000005142 06-6251-2561 大企業府外 （支店長 坂根寧）

（静岡県）東京都立川市曙町２丁目34-13 オリンピック第3ビル203号室 代表取締役 杉本一成
東海電子株式会社0000021566 042-526-0905 大企業府外 （専務取締役 杉本哲也）

（東京都）大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目7番26号 取締役社長 安藤毅
東京計器株式会社0000005385 06-6150-6602 大企業府外 （所長 宇佐美英彦）

（東京都）京都府福知山市篠尾新町３丁目79-2 アルカディア201号室（竹下ビル） 代表取締役 大村善雄
株式会社東京建設コンサルタント0000007321 0773-48-9740 大企業府外 （所長 佐藤英章）
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（東京都）大阪府大阪市 中央区上本町西 ５丁目3番19号 原田ビル 代表取締役 木村真志
株式会社東京測器研究所0000017325 06-6762-9831 中小企業府外

（所長 葉山和則）

埼玉県さいたま市 大宮区東町 １丁目36番1号 代表取締役 斎藤秀晴
株式会社東建エンジニアリング0000018127 048-657-3511 中小企業府外

（徳島県）大阪府堺市堺区向陵東町１丁9番5号104 代表取締役 滝本佳範
株式会社トクスイ0000018593 072-275-8092 中小企業府外 （所長 滝本太一郎）

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

（福井県）京都府京都市下京区東堀川通下魚の棚下る鎌屋町39-1 代表取締役 酒井貞美
轟産業株式会社0000018780 361-4291 大企業府外 （取締役支店長 三井政敏）

中日本建設コンサルタント株式会 （愛知県）京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町263番地 代表取締役社長 庄村昌明
0000007482 212-2081 大企業府外 （所長 田村泰造）社

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1-14 住友生命新大阪北ビル13階 代表取締役 中村弘樹
株式会社中村自工0000023421 06-6350-7001 中小企業府外

（大阪営業所長 中西資夫）

（東京都）京都府京都市左京区田中西樋ノ口町80 代表取締役兼社長執行役員 園田晴久
株式会社ニコンソリューションズ0000003643 781-1170 大企業府外

（課長 島津滋広）

（大阪府）京都府宇治市宇治樋ノ尻60番地 代表取締役 竹本克哉
西日本イワタニガス株式会社0000008441 0774-20-1010 大企業府外 （所長 植野公博）

（東京都）大阪府箕面市船場東三丁目4番17号 代表取締役 西原幸志
株式会社西原環境0000007008 072-710-7750 大企業府外 （支店長 森元裕）

（福岡県）大阪府大阪市淀川区宮原４丁目3番12号 代表取締役社長 山科秀之
ニシム電子工業株式会社0000020270 06-6392-5288 大企業府外 （支店長 古賀孝平）

大阪府大阪市中央区淡路町二丁目一番十五号 代表取締役 石田幸夫
株式会社西山製作所0000009591 06-6203-0571 中小企業府外

（愛知県）滋賀県東近江市中小路町551番地1 代表取締役 牧志龍男
日本エンヂニヤ株式会社0000022078 0748-20-1670 中小企業府外

（滋賀営業所長 浅見広人）

東京都新宿区西新宿6丁目24番1号 代表取締役 若松猛
株式会社日本環境調査研究所0000016708 03-5322-2271 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 代表理事 会長 春田謙
一般財団法人日本気象協会0000000291 06-6266-8421 大企業府外 （関西支社長 櫻井康博）

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原３丁目5番36号 新大阪トラストタワー6階 代表取締役社長 荻野博一
日本光電工業株式会社0000009597 050-3820-7035 大企業府外 （支社長 麻浩則）

兵庫県神戸市中央区海岸通１丁目1番1号 神戸郵船ビルディング304号 代表取締役 山本政和
日本水機調査株式会社0000017235 078-325-5373 中小企業府外

日本テクニカル・サービス株式会 東京都世田谷区池尻3丁目10番3号 代表取締役 米谷恭児
0000007016 03-3413-8554 中小企業府外社

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島5-14-5 ニッセイ新大阪南口ビル 代表取締役 大井泉
日本電子株式会社0000016986 06-6304-3941 大企業府外 （支店長 川上剛志）

（大阪府）大阪府大阪市淀川区加島3-3-13 代表取締役 山本将司
日本電測株式会社0000022234 06-6308-7508 中小企業府外 （営業部長 岸添晋三）
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日本メンテナスエンジニヤリング （大阪府）京都府乙訓郡 大山崎町字大山崎 小字鏡田10番地9 代表取締役社長 田伏重成
0000006742 075-959-0701 中小企業府外

（支店長 石田定雄）株式会社

滋賀県蒲生郡日野町大字上野田876番地 代表取締役 野中理伸
株式会社ハイドロテック0000008714 0748-52-1748 中小企業府外

パナソニックコンシューマーマー （東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 ツイン２１ 代表取締役 宮地晋治
0000019786 06-4794-7002 大企業府外 （支社長 中島慎吾）ケティング株式会社

大阪府大阪市 住之江区南港北 １丁目7番89号 取締役社長 三野禎男
日立造船株式会社0000005781 06-6569-0001 大企業府外

京都府久世郡久御山町林垣内88番地18 代表取締役 尾崎弘幸
株式会社秀工技社0000018110 0774-44-6885 中小企業市外

兵庫県姫路市広畑区正門通４丁目10-8 代表取締役 石井哲人
株式会社兵庫分析センター0000020256 079-236-9446 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外

（所長 水谷博喜）

（東京都）大阪府大阪市北区西天満3丁目13番18号 代表取締役 森山慎一
フジテコム株式会社0000008210 06-6362-6755 中小企業府外

（支店長 桑原貴彦）

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3番1号 代表取締役 近藤史郎
富士電機株式会社0000005858 06-7166-7300 大企業府外 （支社長 前田一樹）

東京都足立区谷在家一丁目19番7号 代表取締役 森山立民
株式会社富士メディカルサービス0000023577 03-5856-8047 中小企業府外

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

大阪府大阪市北区大淀中1丁目7番10号 代表取締役 平田喜彦
ペンタフ株式会社0000007857 06-6458-1231 中小企業府外

（兵庫県）京都府京都市 南区上鳥羽 大物町7番地 京都南ビル5階Ａ 代表取締役 古川光範
株式会社ホクシンメディカル0000016001 694-1699 中小企業府外

（所長 金谷聡）

（石川県）滋賀県大津市瀬田６丁目3番19号 代表取締役社長 早川信之
株式会社ほくつう0000015233 077-543-1113 大企業府外

（支店長 和田直己）

（東京都）大阪府大阪市東淀川区東中島1-20-12 ユニゾーン新大阪912 代表取締役 下園聡洋
株式会社ボールドウィン0000010051 06-6160-0081 中小企業府外 （所長 藤田浩司）

（東京都）大阪府大阪市淀川区塚本2-4-1 代表取締役 後藤麻利子
株式会社ポータ工業0000022348 06-6838-5005 中小企業府外 （支店長 宮前雄一）

大阪府大阪市 北区梅田 ３丁目4番5号 代表取締役社長 上村武
株式会社マコト電気0000007125 06-7175-7950 大企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区南新町2-2-5 取締役社長 竹下敏章
株式会社マルカ0000022279 06-6450-6835 大企業府外 （部長 吉田栄利）

福井県福井市豊島２丁目6番7号 代表取締役 土谷秀靖
株式会社マルツ電波0000021536 0776-22-0464 中小企業府外

（東京都）京都府京都市 西京区桂 池尻町112番地 代表取締役 松村不二夫
ミドリ安全株式会社0000001837 394-3071 大企業府外 （支店長 島畑雄一郎）
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（兵庫県）京都府京都市南区上鳥羽南中ノ坪町20番地 代表取締役 宮野哲
宮野医療器株式会社0000009080 692-3921 中小企業府外

（所長 阪根達彦）

神奈川県横浜市 戸塚区秋葉町１５番 代表取締役 村田叔彦
ムラタ計測器サービス株式会社0000023342 045-812-1811 中小企業府外

（東京都）兵庫県尼崎市西長洲町 １丁目1番1号 取締役社長 栗原克己
株式会社明電エンジニアリング0000018766 06-6487-4953 大企業府外 （取締役支社長 原正紀）

（東京都）大阪府大阪市中央区瓦町４丁目2番14号 執行役員社長 三井田健
株式会社明電舎0000005057 06-6203-6390 大企業府外 （執行役員支社長 松下法隆）

東京都中央区八重洲二丁目7番15号 代表取締役社長 今川国明
株式会社メディセオ0000008084 075-803-1845 中小企業府外

大阪府茨木市彩都あさぎ７丁目７番１８号 彩都バイオヒルズセンター 代表取締役社長 廣岡祥弘
八洲薬品株式会社0000016649 072-640-1260 中小企業府外

兵庫県明石市茶園場町5番22号 代表取締役社長 川西勝三
大和製衡株式会社0000006138 078-918-5500 大企業府外

京都府宇治市伊勢田町若林57番地1 代表取締役 山形繁
山福油化株式会社0000004288 0774-43-3554 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場２丁目4番12号 代表取締役社長 田村博之
ユアサ商事株式会社0000016400 06-6266-4602 大企業府外 （上席執行役員支配人関西支社長 佐古晴彦）

横河ソリューションサービス株式 （東京都）大阪府大阪市北区梅田二丁目4番9号 代表取締役 八橋弘昌
0000005695 06-6341-1440 大企業府外 （副支社長 川出慎士）会社

大阪府大阪市淀川区西中島四丁目2番21号 代表取締役 横手政英
横手産業株式会社0000005050 06-6308-7493 中小企業府外

株式会社ヨコモリ電池屋コーポレ 東京都渋谷区笹塚3-33-4 代表取締役 横森英俊
0000019128 03-3378-0156 中小企業府外ーション

（奈良県）大阪府大阪市東成区東小橋１丁目15番19号 代表取締役 吉田真也
吉田機電株式会社0000011734 06-6973-4501 中小企業府外

（取締役支店長 石山光剛）

大阪府大阪市天王寺区上之宮町4番20号 代表取締役 吉田武志
株式会社吉田製作所0000008637 06-6772-3205 中小企業府外

京都府宇治市莵道田中34番地の5 代表取締役 堀誠典
株式会社洛南エンジニアリング0000004256 0774-22-6357 中小企業市外

大阪府大阪市 淀川区新高 ３丁目4番13号 代表取締役 澤田力哉
株式会社理研商会0000015308 06-6399-4040 中小企業府外

（東京都）京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町51 代表取締役 浦野輝虎
株式会社レンタルのニッケン0000014572 622-7723 大企業府外 （所長 小出剛）

大阪府大阪市西区阿波座１丁目5番16号 代表取締役 中山正明
ロイヤルホームセンター株式会社0000010562 06-4391-8830 大企業府外

ロングライフグローバルコンサル 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 梅田センタービル２５階 代表取締役 石橋段
0000023333 06-6373-9191 中小企業府外タント株式会社
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滋賀県大津市粟津町17-10 代表取締役 駒井猛
株式会社アイベル0000004332 077-531-2338 中小企業府外

大阪府大阪市中央区内平野町3丁目2-10 代表取締役 足立三朗
株式会社アダチ0000003530 06-6942-3371 中小企業府外

京都府宇治市槙島町落合121番地の2 代表取締役社長 鈴木良平
株式会社アテスト0000004250 0774-21-2170 中小企業市外

（東京都）京都府京都市南区唐橋門脇町6番地1 代表取締役社長 戸部浩介
アドバンテック東洋株式会社0000010252 693-2070 大企業府外 （京都営業所所長 稲垣美都雄）

アビリティーズ・ケアネット株式 （東京都）大阪府大阪市城東区成育2丁目16番15号 代表取締役 伊東弘泰
0000012805 06-6786-5311 大企業府外 （営業所長 森国真賢）会社

（東京都）京都府京都市伏見区中島北ノ口町25番地 代表取締役 福神雄介
アルフレッサ株式会社0000000768 623-5201 大企業府外 （関西営業本部京滋営業部長 矢頭明）

東京都豊島区西池袋三丁目27番12号 代表取締役 西塚淳一
株式会社EPファーマライン0000022274 03-5979-8128 大企業府外

京都府福知山市篠尾新町2丁目88番地 代表取締役 竹中悠
株式会社石坪0000012693 0773-22-4181 中小企業市外

イヨンインターナショナル株式会 東京都港区南青山一丁目1番1号 新青山ビル西館23階 代表取締役 原寛
0000021797 03-3470-1755 中小企業府外社

株式会社ウイン・インターナショ （東京都）大阪府大阪市淀川区宮原二丁目14番10号 中尾ロイヤルビル４Ｆ 代表取締役社長 秋沢英海
0000013795 06-7662-7420 大企業府外 （大阪営業所長 高橋広二）ナル

大阪府大阪市中央区北浜三丁目1-6 サン北浜ビル4F 代表取締役 田中学
株式会社ウェルクル0000021779 06-6484-7321 中小企業府外

（大阪府）大阪府枚方市中宮大池2丁目10番1号 代表取締役 道志年章
エア・ウォーター西日本株式会社0000023561 072-840-1564 大企業府外 （所長 北之防豊）

（兵庫県）大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目１番３号 代表取締役 酒井勇次
エア・ウォーター防災株式会社0000013690 06-6394-9520 大企業府外

（支社長 河村繁郎）

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 代表取締役 森敏明
Ｈ.Ｕ.ウェルネス株式会社0000013721 050-2000-5003 中小企業府外

（東京都）東京都新宿区西新宿ニ丁目1番1号 代表取締役 東俊一
株式会社エスアールエル0000009444 03-6279-0939 大企業府外 （専務取締役 松本誠）

大阪府大阪市北区万歳町3番20号 代表取締役 廣瀬一郎
ＳＷＨメディカル株式会社0000023581 06-6311-1821 中小企業府外

（福岡県）京都府京都市 山科区四ノ宮 神田町１８ プレジール山科１F 代表取締役 中塚輝夫
株式会社エムアイディ0000008928 502-5231 中小企業府外 （京都営業所所長 冨山晃生）

大阪府大阪市淀川区東三国４丁目14番24号 代表取締役 西村覚
株式会社エム・イー・サイエンス0000015838 06-6394-6300 中小企業府外

東京都港区港南二丁目16番1号 代表取締役 三池正泰
エム・シー・ヘルスケア株式会社0000015418 03-5781-7808 大企業府外

大阪ガスセキュリティサービス株 大阪府大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号 代表取締役社長 遠山雅夫
0000008779 06-6306-2061 大企業府外式会社
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大阪府大阪市東淀川区柴島２丁目2番20号 代表取締役 竹林伸二
株式会社大阪血清微生物研究所0000013713 06-6322-4531 大企業府外

大阪府大阪市 中央区大手前 ２丁目1番7号 大阪赤十字会館6階 理事長 松本進
一般財団法人大阪市環境保健協会0000018159 06-4792-7070 中小企業府外

大阪府大阪市 住之江区新北島 ７丁目1番79号 代表取締役 谷口斌
大阪すみれ分包機株式会社0000008903 06-6657-7168 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市東山区清水4丁目161-1 代表取締役社長 大志野恵一郎
大志野産業株式会社0000002228 531-5808 中小企業府外 （所長 大志野恵一郎）

オムロンフィールドエンジニアリ （東京都）大阪府大阪市福島区福島3丁目14-24 福島阪神ビルディング 代表取締役 四方克弘
0000005336 06-6348-1811 大企業府外 （近畿支店長 辻本一司）ング株式会社

オリオン・ラドセーフメディカル 東京都品川区西五反田２丁目12番19号 代表取締役 原邦彦
0000013752 03-5759-6011 中小企業府外株式会社

オリンパスマーケティング株式会 （東京都）京都府京都市下京区五条通室町西入東錺屋町186 代表取締役 安藤幸二
0000014033 341-5550 中小企業府外

（支店長 加藤隆之）社

大阪府大阪市北区天神橋1丁目18番18号 代表取締役 川村慶
川村義肢株式会社0000000374 06-6352-1012 中小企業府外

大阪府大阪市西区京町堀1丁目12番30号 代表取締役 渡辺勇人
株式会社関薬0000010314 06-6443-2361 中小企業府外

愛媛県松山市三番町四丁目9番地5 代表取締役社長 別府幹雄
株式会社ガバメイツ0000022017 089-968-2075 大企業府外

（大阪府）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46番地の1 (大樹生命京都山科ビル6Ｆ) 代表取締役社長 青井和夫
株式会社北浜製作所0000008234 583-2758 中小企業府外 （所長 宮崎勇人）

キヤノンメディカルシステムズ株 （栃木県）京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338番地 代表取締役社長 瀧口登志夫
0000008371 354-9977 大企業府外 （支店長 平田康成）式会社

キヤノンメディカルファイナンス 東京都中央区日本橋人形町二丁目14番10号 代表取締役 田仲純
0000008532 03-6371-4591 中小企業府外株式会社

キヤノンメドテックサプライ株式 （神奈川県）大阪府大阪市大淀区大淀中１丁目1番30号 梅田スカイビルタワーウエスト 代表取締役 鷲尾信宏
0000003287 06-7167-1240 大企業府外

（支店長 小坂靖史）会社

京都府向日市森本町高田31番地 代表取締役 高橋信吾
株式会社京都衛生開発公社0000004137 075-921-6202 中小企業市外

大阪府吹田市江の木町21番4号 代表取締役 齋藤信吉
株式会社キンキ酸器0000015855 06-6338-1800 中小企業府外

大阪府吹田市南吹田5丁目1番12号 代表取締役 松原達也
キングラン関西株式会社0000008482 06-6388-1481 中小企業府外

一般財団法人岐阜県公衆衛生検査 岐阜県岐阜市曙町 ４丁目6番地 理事長 中村弘揮
0000017304 058-247-1300 大企業府外センター

グリーンホスピタルサプライ株式 大阪府吹田市春日３丁目20番8号 代表取締役社長 城守淳
0000013064 06-6369-2296 中小企業府外会社

（大阪府）京都府京都市中京区西ノ京東中合町74番地 代表取締役社長 岡本総一郎
株式会社ケーエスケー0000008141 802-1500 大企業府外 （支店長 藤井慎太郎）
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岡山県倉敷市福田町 古新田1214-17 代表取締役 井上泰裕
株式会社健康日本総合研究所0000017277 086-454-0208 中小企業府外

兵庫県神戸市東灘区住吉宮町2丁目19番21号 代表取締役 荒巻道洋
コーベベビー株式会社0000008398 078-854-3011 大企業府外

（静岡県）大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル 代表取締役 廣瀬仁士
コイト電工株式会社0000005423 06-6367-2400 中小企業府外 （支店長 中川修）

（大阪府）京都府京都市下京区五条通室町西入ル東錺屋町189番地 クマガイ五条ビル7F 代表取締役 徳田穂積
国際セーフティー株式会社0000008892 371-3228 大企業府外 （支社長 秋森順之）

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区吉祥院九条町23番地の1 代表取締役 吉岡国士
国華電機株式会社0000003102 671-0141 中小企業府外 （京都営業所所長 竹内久登）

（東京都）大阪府大阪市西区西本町2丁目3-10 代表取締役 大須賀健
コニカミノルタジャパン株式会社0000018268 06-6110-0633 大企業府外

（官公庁営業部長 畑山雄一）

（大阪府）京都府京都市南区西九条森本町8番地の1 代表取締役 林高広
小西医療器株式会社0000016382 075-693-9225 中小企業府外

（所長 岩本宏朗）

京都府城陽市久世芝ケ原91番地の3 代表取締役 西島栄治
栄建設工業株式会社0000023234 0774-55-5430 中小企業市外

東京都中野区中央一丁目38番1号-2107 代表取締役 六川和樹
株式会社サムライコネクション0000020148 03-3371-5317 中小企業府外

東京都豊島区池袋2-16-2 代表取締役 山本暁彦
株式会社サンオート0000022523 03-3986-3808 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577-2 太陽生命御池ビル5階 代表取締役 森秀顕
シーメンスヘルスケア株式会社0000008560 757-6900 大企業府外 （営業所長 吉村賢吾）

（兵庫県）京都府福知山市南本町210-18 ＫＲＢＬＤＧ 2F 代表取締役 山田良作
株式会社システムリサーチ0000018718 0773-24-3301 中小企業府外

（支店長 足立和明）

島津メディカルシステムズ株式会 （大阪府）京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町1 代表取締役 三浦嘉章
0000008343 801-3316 大企業府外

（所長 谷口豊）社

（東京都）大阪府大阪市北区芝田１丁目1番4号 阪急ターミナルビル14F 代表取締役 西原克年
株式会社島津理化0000000431 06-6375-2551 中小企業府外 （支店長 江波戸幸博）

（広島県）京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町396-1 第３キョートビル３階 代表取締役社長 新川文登
新川電機株式会社0000008526 353-0707 大企業府外 （支社長 新川剛史）

兵庫県神戸市兵庫区荒田町二丁目2番14号 代表取締役 長谷川真吾
株式会社神陵文庫0000008967 078-511-5551 中小企業府外

ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会 （東京都）京都府京都市伏見区竹田段川原町236 竹田駅前第一ビル 代表取締役 多田荘一郎
0000008485 644-1215 大企業府外 （支店長 山岸賛）社

（大阪府）京都府京都市 伏見区竹田 向代町川町102番地 代表取締役 八木正浩
株式会社ジェイ・サイエンス関西0000004529 681-8261 中小企業府外 （取締役支店長 春木隆一）

（広島県）京都府長岡京市神足2-3-1 バンビオ１番館702 代表取締役 林俊平
株式会社ジェイ・シー・ティ0000023161 951-5585 中小企業府外 （所長 中村雅行）
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大阪府大阪市 東成区東今里2丁目1番18号 代表取締役 伊藤秀之
株式会社スクールゴー0000018262 06-7777-8888 中小企業府外

（愛知県）京都府京都市右京区西院東中水町11番地 代表取締役社長 浅野茂
株式会社スズケン0000008675 312-9151 大企業府外

（支店長 森康之）

京都府長岡京市神足麦生11 代表取締役 荒井隆志
有限会社スマイルケア0000021024 951-2340 中小企業市外

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 代表取締役社長 尾関一郎
セコム株式会社0000000757 03-5775-8475 大企業府外

大阪府枚方市長尾 家具町 ２丁目8番地の9 代表取締役 櫻庭辰男
株式会社セレクト0000018757 072-851-3317 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579番地 五条堀川ビル２階 代表取締役 栢木伊久二
綜合警備保障株式会社0000001569 343-5171 大企業府外 （支社長 山下和弘）

（福岡県）大阪府大阪市中央区城見1-3-7 松下ＩＭＰビル２１Ｆ 代表取締役 坂本賢治
総合メディカル株式会社0000023128 06-6966-0671 大企業府外

（営業部長 大木慶治）

新潟県新潟市秋葉区矢代田619番地 代表取締役 神子島岩男
竹井機器工業株式会社0000019527 0250-38-4131 中小企業府外

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

和歌山県和歌山市手平三丁目8番43号 代表取締役 堀井孝一
株式会社大黒0000013486 073-431-0316 中小企業府外

（広島県）大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1-5 代表取締役 福馬聡之
中外テクノス株式会社0000007967 06-4965-0022 中小企業府外 （支社長 永曽将人）

（愛知県）大阪府吹田市豊津町11-34 第10マイダビル7F 代表取締役社長 佐野錦司
中部科学機器株式会社0000018259 06-6192-8511 中小企業府外 （所長 飯塚稔）

（奈良県）京都府京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436 永和御池ビル606号 代表取締役 鶴島敏章
鶴島商事株式会社0000023165 090-9885-8182 中小企業府外

（代表取締役兼所長 鶴島敏章）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 代表取締役 藤井啓祐
ティーメディクス株式会社0000022635 03-3349-8590 中小企業府外

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 代表取締役社長 藤川佳久
帝人ヘルスケア株式会社0000008946 03-3506-4488 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市東淀川区西淡路一丁目15番3号 代表取締役 林輝
輝達商事株式会社0000023166 06-6195-6217 中小企業府外 （浜岡和彦）

東京都文京区本駒込2丁目29番22号 代表取締役 田中義紀
株式会社東京法規出版0000000163 03-5977-0300 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 代表取締役 河野祐一
東西化学産業株式会社0000000665 06-6947-3717 大企業府外 （支店長 前田明）

（大阪府）京都府京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 日宝御池ビル1F 代表取締役 岩名幸信
東神実業株式会社0000014015 256-3341 中小企業府外 （所長 佐野真一）
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（福井県）京都府京都市下京区東堀川通下魚の棚下る鎌屋町39-1 代表取締役 酒井貞美
轟産業株式会社0000018780 361-4291 大企業府外

（取締役支店長 三井政敏）

（東京都）京都府京都市左京区田中西樋ノ口町80 代表取締役兼社長執行役員 園田晴久
株式会社ニコンソリューションズ0000003643 781-1170 大企業府外

（課長 島津滋広）

大阪府大阪市中央区淡路町二丁目一番十五号 代表取締役 石田幸夫
株式会社西山製作所0000009591 06-6203-0571 中小企業府外

大阪府豊中市名神口3丁目7番14号 代表取締役 松井壮高
株式会社ニック0000013009 06-6334-2981 中小企業府外

（神奈川県）大阪府大阪市淀川区西中島1丁目11番16号 代表取締役 岩崎潤一
日本船舶薬品株式会社0000016643 06-6885-8991 中小企業府外 （所長 八尾正基）

東京都新宿区西新宿6丁目24番1号 代表取締役 若松猛
株式会社日本環境調査研究所0000016708 03-5322-2271 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原３丁目5番36号 新大阪トラストタワー6階 代表取締役社長 荻野博一
日本光電工業株式会社0000009597 050-3820-7035 大企業府外

（支社長 麻浩則）

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島5-14-5 ニッセイ新大阪南口ビル 代表取締役 大井泉
日本電子株式会社0000016986 06-6304-3941 大企業府外

（支店長 川上剛志）

大阪府大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 代表取締役 一橋俊司
ハクゾウメディカル株式会社0000008350 06-6942-0451 中小企業府外

大阪府大阪市福島区鷺洲４丁目6番26号 代表取締役 馬場俊和
株式会社馬場酸素0000016701 06-6451-5552 中小企業府外

大阪府摂津市鳥飼銘木町15番21号 代表取締役 堀本和幸
株式会社ピーシー販売0000017664 072-653-3201 中小企業府外

東京都港区港南二丁目13番37号 フィリップスビル 代表取締役社長ｼﾞｬｽﾊﾟｰ・ｱｽｴﾗｽ
株式会社フィリップス・ジャパン0000009339 0120-556-494 大企業府外

千葉県柏市泉1215番地 代表取締役 ナワズカン・アサド
株式会社ＦａｉｒＭｅｄｉｃａｌ0000020165 04-7199-7460 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外

（所長 水谷博喜）

（東京都）大阪府大阪市港区弁天1丁目2番1号 代表取締役 川原芳博
富士フイルムメディカル株式会社0000010042 06-6396-5102 大企業府外 （支社長 古江幸三）

東京都足立区谷在家一丁目19番7号 代表取締役 森山立民
株式会社富士メディカルサービス0000023577 03-5856-8047 中小企業府外

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（東京都）千葉県流山市西初石三丁目103番地14 グローリア初石第一ビル1棟3階301号室 代表取締役 飯野塁
株式会社ベルリング0000022682 03-6807-4467 中小企業府外 （所長 細川正憲）

大阪府大阪市浪速区戎本町２丁目3番18号 代表取締役 杉橋義治
株式会社ホーユウ0000021625 06-6647-7481 中小企業府外

（兵庫県）京都府京都市 南区上鳥羽 大物町7番地 京都南ビル5階Ａ 代表取締役 古川光範
株式会社ホクシンメディカル0000016001 694-1699 中小企業府外 （所長 金谷聡）
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東京都台東区北上野2丁目28番2号 プリムラ・ハセビル 代表取締役 小林秀一
株式会社保健福祉ネットワーク0000023690 03-5806-3553 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市 伏見区深草 加賀屋敷町8-1 代表取締役 徳永大輔
株式会社星医療酸器関西0000017256 646-1770 中小企業府外

（所長 片桐洋介）

（大阪府）大阪府大阪市西区西本町１丁目15番6号 西本町ビル2階 代表取締役 岡本保
マテリクス株式会社0000011877 06-6538-0030 中小企業府外 （大阪支店支店長 姉川泰一）

（兵庫県）京都府京都市南区上鳥羽南中ノ坪町20番地 代表取締役 宮野哲
宮野医療器株式会社0000009080 692-3921 中小企業府外 （所長 阪根達彦）

大阪府大阪市浪速区桜川４丁目10番27号 代表取締役 三好尚志
株式会社ミヨシ0000016031 06-6567-0821 中小企業府外

大阪府大阪市北区西天満３丁目2番4号 代表取締役 村角英彦
村角工業株式会社0000008732 06-6362-7701 中小企業府外

（奈良県）京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町46番地 代表取締役 長尾光洋
株式会社 メディコムエイド0000016748 643-3100 中小企業府外

（支店長 吉田智光）

東京都中央区八重洲二丁目7番15号 代表取締役社長 今川国明
株式会社メディセオ0000008084 075-803-1845 中小企業府外

大阪府寝屋川市木田元宮１丁目18番5号 代表取締役 竹本則彦
株式会社メディテイク0000010230 072-825-7300 中小企業府外

大阪府大阪市中央区淡路町１丁目3番14号 ニュー淡路町ビル５Ｆ 代表取締役 前田義治
株式会社メドケア0000009658 06-6223-1021 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区麩屋町通三条下ル白壁町432 代表取締役 森田晴夫
株式会社モリタ0000013895 241-3131 大企業府外 （支店長 中村泰昌）

滋賀県高島市今津町 弘川273-10 代表取締役 八坂肇
株式会社ヤサカ0000017439 0740-22-2751 中小企業府外

大阪府茨木市彩都あさぎ７丁目７番１８号 彩都バイオヒルズセンター 代表取締役社長 廣岡祥弘
八洲薬品株式会社0000016649 072-640-1260 中小企業府外

奈良県橿原市北八木町１丁目6番16号 代表取締役 和田英徳
大和中央製薬株式会社0000018233 0744-22-2043 中小企業府外

（愛知県）京都府京都市伏見区竹田藁屋町61 パン・スケープ1階 代表取締役 酒井貴拡
株式会社リィツメディカル0000013122 605-3200 中小企業府外 （所長 飯田健）

株式会社レッツ・コーポレーショ 愛知県名古屋市中区丸の内２丁目20番1号 代表取締役 後藤公
0000021309 052-201-6230 中小企業府外ン

ロングライフグローバルコンサル 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 梅田センタービル２５階 代表取締役 石橋段
0000023333 06-6373-9191 中小企業府外タント株式会社
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宮城県仙台市青葉区五橋二丁目12番1号 代表取締役 大山晃弘
アイリスオーヤマ株式会社0000019862 022-211-3400 大企業府外

大阪府大阪市中央区内平野町3丁目2-10 代表取締役 足立三朗
株式会社アダチ0000003530 06-6942-3371 中小企業府外

京都府宇治市槙島町落合121番地の2 代表取締役社長 鈴木良平
株式会社アテスト0000004250 0774-21-2170 中小企業市外

（東京都）京都府京都市南区唐橋門脇町6番地1 代表取締役社長 戸部浩介
アドバンテック東洋株式会社0000010252 693-2070 大企業府外 （京都営業所所長 稲垣美都雄）

（東京都）京都府京都市伏見区中島北ノ口町25番地 代表取締役 福神雄介
アルフレッサ株式会社0000000768 623-5201 大企業府外 （関西営業本部京滋営業部長 矢頭明）

京都府福知山市篠尾新町2丁目88番地 代表取締役 竹中悠
株式会社石坪0000012693 0773-22-4181 中小企業市外

株式会社ウイン・インターナショ （東京都）大阪府大阪市淀川区宮原二丁目14番10号 中尾ロイヤルビル４Ｆ 代表取締役社長 秋沢英海
0000013795 06-7662-7420 大企業府外

（大阪営業所長 高橋広二）ナル

京都府綴喜郡宇治田原町大字南小字村中西3番地の2 代表 村下修一
宇治天体精機0000021596 0774-88-4053 中小企業市外

大阪府大阪市北区万歳町3番20号 代表取締役 廣瀬一郎
ＳＷＨメディカル株式会社0000023581 06-6311-1821 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区新高一丁目8番17号 代表取締役 半田勝彦
株式会社エヌケーエス0000005689 06-6396-7414 中小企業府外

東京都港区港南二丁目16番1号 代表取締役 三池正泰
エム・シー・ヘルスケア株式会社0000015418 03-5781-7808 大企業府外

大阪府大阪市中央区安土町１丁目7-13 トヤマビル本館6階 代表取締役 福岡耕平
株式会社大阪測器測器事業0000021961 06-6210-3151 中小企業府外

大阪府箕面市稲五丁目13番10号 代表取締役 矢野貴光
大阪薬研株式会社0000014569 072-726-1151 中小企業府外

オムロンフィールドエンジニアリ （東京都）大阪府大阪市福島区福島3丁目14-24 福島阪神ビルディング 代表取締役 四方克弘
0000005336 06-6348-1811 大企業府外

（近畿支店長 辻本一司）ング株式会社

オリオン・ラドセーフメディカル 東京都品川区西五反田２丁目12番19号 代表取締役 原邦彦
0000013752 03-5759-6011 中小企業府外株式会社

オリンパスマーケティング株式会 （東京都）京都府京都市下京区五条通室町西入東錺屋町186 代表取締役 安藤幸二
0000014033 341-5550 中小企業府外 （支店長 加藤隆之）社

大阪府大阪市西区京町堀1丁目12番30号 代表取締役 渡辺勇人
株式会社関薬0000010314 06-6443-2361 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46番地の1 (大樹生命京都山科ビル6Ｆ) 代表取締役社長 青井和夫
株式会社北浜製作所0000008234 583-2758 中小企業府外 （所長 宮崎勇人）

キヤノンメディカルファイナンス 東京都中央区日本橋人形町二丁目14番10号 代表取締役 田仲純
0000008532 03-6371-4591 中小企業府外株式会社

京都府向日市物集女町南条60番地の1 代表取締役 村上喜代博
株式会社京都科学機器0000020780 075-933-7663 中小企業市外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0003 理科機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府大阪市西淀川区歌島２丁目1番12号 代表取締役 望田昭博
近畿環境サービス株式会社0000000208 06-4808-3222 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区新高3丁目3番11号 代表取締役 澤田力哉
金陵電機株式会社0000008416 06-6394-1161 中小企業府外

一般財団法人岐阜県公衆衛生検査 岐阜県岐阜市曙町 ４丁目6番地 理事長 中村弘揮
0000017304 058-247-1300 大企業府外センター

大阪府大阪市淀川区西中島4丁目2番12号 ＣＳビル 代表取締役 神田靖司
クロマトサイエンス株式会社0000009940 06-6304-5330 中小企業府外

大阪府吹田市江の木町20番15号 代表取締役社長 篠原政治
向洋電機株式会社0000015243 06-6358-5311 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西中島5丁目5番15号 新大阪セントラルタワー 代表取締役 松浦敏泰
コスモトレーディング株式会社0000008666 06-6309-3578 中小企業府外

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区吉祥院九条町23番地の1 代表取締役 吉岡国士
国華電機株式会社0000003102 671-0141 中小企業府外

（京都営業所所長 竹内久登）

（東京都）大阪府大阪市西区西本町2丁目3-10 代表取締役 大須賀健
コニカミノルタジャパン株式会社0000018268 06-6110-0633 大企業府外 （官公庁営業部長 畑山雄一）

東京都府中市矢崎町4丁目16番地 取締役社長 五藤信隆
株式会社五藤光学研究所0000008786 042-362-5311 中小企業府外

大阪府大阪市西区新町１丁目１０番２号 代表取締役 里井和行
三恒商事株式会社0000014009 06-6538-0571 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目11番17号 心斎橋ＮＴビル10階 代表取締役 新井宏昌
三進金属工業株式会社0000006514 06-6121-7870 中小企業府外 （常務執行役員大阪支社長 中塚一也）

（東京都）京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町1 島津製作所N5号館3Ｆ 代表取締役 安藤修
株式会社島津アクセス0000010116 802-3101 大企業府外

（支店長 大成英一）

（大阪府）京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町1番地 代表取締役 河野文彦
島津サイエンス西日本株式会社0000021558 823-2930 中小企業府外

（所長 松原孝文）

（東京都）大阪府大阪市北区芝田１丁目1番4号 阪急ターミナルビル14F 代表取締役 西原克年
株式会社島津理化0000000431 06-6375-2551 中小企業府外 （支店長 江波戸幸博）

（兵庫県）滋賀県栗東市出庭2004-1 代表取締役 安藤和正
株式会社城山0000013059 077-599-1727 中小企業府外 （所長 今井貴介）

（広島県）京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町396-1 第３キョートビル３階 代表取締役社長 新川文登
新川電機株式会社0000008526 353-0707 大企業府外 （支社長 新川剛史）

（東京都）大阪府大阪市中央区平野町２丁目3番7号 取締役社長 長見善博
ジーエルサイエンス株式会社0000016750 06-6220-0500 大企業府外 （支店長 牧重明）

兵庫県西宮市高畑町3番48号 代表取締役 吉居卓也
ＪＦＥアドバンテック株式会社0000005939 0798-66-1501 大企業府外

（大阪府）京都府京都市 伏見区竹田 向代町川町102番地 代表取締役 八木正浩
株式会社ジェイ・サイエンス関西0000004529 681-8261 中小企業府外 （取締役支店長 春木隆一）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0003 理科機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

ジョンソンコントロールズ株式会 （東京都）大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス27階 代表取締役社長 吉田浩
0000005643 0120-506-255 中小企業府外

（支店長 佐藤健）社

セイコー・イージーアンドジー株 東京都中央区八丁堀 ２丁目26番9号 代表取締役 酒谷憲明
0000018142 03-5542-3101 中小企業府外式会社

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

和歌山県和歌山市手平三丁目8番43号 代表取締役 堀井孝一
株式会社大黒0000013486 073-431-0316 中小企業府外

大阪府大阪市中央区安土町１丁目7-13 トヤマビル本館６階 代表取締役 福岡耕平
株式会社大測システック0000019589 050-3821-7234 中小企業府外

（広島県）大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1-5 代表取締役 福馬聡之
中外テクノス株式会社0000007967 06-4965-0022 中小企業府外 （支社長 永曽将人）

（愛知県）大阪府吹田市豊津町11-34 第10マイダビル7F 代表取締役社長 佐野錦司
中部科学機器株式会社0000018259 06-6192-8511 中小企業府外

（所長 飯塚稔）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（東京都）大阪府大阪市東淀川区西淡路一丁目15番3号 代表取締役 林輝
輝達商事株式会社0000023166 06-6195-6217 中小企業府外 （浜岡和彦）

埼玉県さいたま市 大宮区東町 １丁目36番1号 代表取締役 斎藤秀晴
株式会社東建エンジニアリング0000018127 048-657-3511 中小企業府外

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

（福井県）京都府京都市下京区東堀川通下魚の棚下る鎌屋町39-1 代表取締役 酒井貞美
轟産業株式会社0000018780 361-4291 大企業府外 （取締役支店長 三井政敏）

（東京都）京都府京都市左京区田中西樋ノ口町80 代表取締役兼社長執行役員 園田晴久
株式会社ニコンソリューションズ0000003643 781-1170 大企業府外

（課長 島津滋広）

大阪府大阪市中央区淡路町二丁目一番十五号 代表取締役 石田幸夫
株式会社西山製作所0000009591 06-6203-0571 中小企業府外

大阪府泉大津市助松町1-10-41 代表取締役 木口智之
ニッソクセンサー株式会社0000018255 0725-33-3000 中小企業府外

（兵庫県）兵庫県伊丹市北伊丹八丁目10番地1 代表取締役 田中剛
ニデック大豊機工株式会社0000016094 072-771-1140 中小企業府外 （所長 川瀬政樹）

日本エレクトロニツクシステムズ 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目5番15号 代表取締役社長 藤田佳宏
0000006572 06-6886-1133 中小企業府外株式会社

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原３丁目5番36号 新大阪トラストタワー6階 代表取締役社長 荻野博一
日本光電工業株式会社0000009597 050-3820-7035 大企業府外 （支社長 麻浩則）

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島5-14-5 ニッセイ新大阪南口ビル 代表取締役 大井泉
日本電子株式会社0000016986 06-6304-3941 大企業府外 （支店長 川上剛志）

滋賀県蒲生郡日野町大字上野田876番地 代表取締役 野中理伸
株式会社ハイドロテック0000008714 0748-52-1748 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0012 測定機器・理科機器・医療機器
0003 理科機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

兵庫県姫路市広畑区正門通４丁目10-8 代表取締役 石井哲人
株式会社兵庫分析センター0000020256 079-236-9446 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外

（所長 水谷博喜）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（兵庫県）京都府京都市 南区上鳥羽 大物町7番地 京都南ビル5階Ａ 代表取締役 古川光範
株式会社ホクシンメディカル0000016001 694-1699 中小企業府外 （所長 金谷聡）

（東京都）大阪府大阪市中央区瓦町３丁目1番15号 代表取締役 藤本聖二
三菱プレシジョン株式会社0000000307 06-6484-7206 大企業府外 （支社長 安達洋二）

（兵庫県）京都府京都市南区上鳥羽南中ノ坪町20番地 代表取締役 宮野哲
宮野医療器株式会社0000009080 692-3921 中小企業府外 （所長 阪根達彦）

（東京都）兵庫県尼崎市西長洲町 １丁目1番1号 取締役社長 栗原克己
株式会社明電エンジニアリング0000018766 06-6487-4953 大企業府外

（取締役支社長 原正紀）

（東京都）大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル 代表取締役社長 山口賢二
メタウォーター株式会社0000006372 06-7709-9503 大企業府外

（部長 田沼剛）

福岡県福岡市中央区那の津４丁目３番４号 代表取締役 河合潤
株式会社メディコネ0000023401 092-714-3511 中小企業府外

東京都中央区八重洲二丁目7番15号 代表取締役社長 今川国明
株式会社メディセオ0000008084 075-803-1845 中小企業府外

大阪府茨木市彩都あさぎ７丁目７番１８号 彩都バイオヒルズセンター 代表取締役社長 廣岡祥弘
八洲薬品株式会社0000016649 072-640-1260 中小企業府外

京都府宇治市伊勢田町若林57番地1 代表取締役 山形繁
山福油化株式会社0000004288 0774-43-3554 中小企業市外

横河ソリューションサービス株式 （東京都）大阪府大阪市北区梅田二丁目4番9号 代表取締役 八橋弘昌
0000005695 06-6341-1440 大企業府外

（副支社長 川出慎士）会社

（東京都）大阪府高槻市赤大路町14-8 代表取締役 志村晶
株式会社リガク0000010559 072-696-3387 中小企業府外

（支店長 高塚健司）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0013 車輌（電車車輌を除く）
0001 乗用車

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区上鳥羽大溝町2番地 代表取締役 堀田雅之
いすゞ自動車近畿株式会社0000003221 681-6116 大企業府外

（支店長 野田智）

大阪府豊中市利倉２丁目2-5 代表取締役 上野栄利
上野自動車株式会社0000022911 06-6499-9987 中小企業府外

京都府宇治市大久保町西ノ端１番地１ 代表取締役 内海嘉則
株式会社オートワークス京都0000023351 0774-46-7063 中小企業市外

大阪府大阪市西淀川区歌島二丁目4番7号 代表取締役 大植康司
株式会社関電Ｌ＆Ａ0000010312 06-7507-1349 中小企業府外

京都府久世郡 久御山町佐山双栗37番地1 代表取締役 望月正朗
京都日野自動車株式会社0000002448 0774-46-5200 大企業市外

（東京都）東京都中央区八重洲二丁目10番3号 代表取締役社長 南正人
国際興業株式会社0000023132 03-3273-4045 中小企業府外

（常務執行役員商事部長 渡邉益貴）

滋賀県大津市竜が丘1番12号 取締役社長 芝野哲郎
滋賀石油株式会社0000011957 077-524-3631 大企業府外

京都府木津川市山城町綺田川久保17-1 代表取締役 坂東雅樹
株式会社信栄商会0000023243 0774-34-0245 中小企業府外

京都府久世郡久御山町森川端30番地の2 代表取締役 辻尚宏
新晃自動車工業株式会社0000009971 631-0601 中小企業市外

京都府向日市寺戸町 寺田50-2 代表取締役 金塚昭
株式会社スズキ自販京都0000003244 924-6600 中小企業市外

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町316番地 代表取締役 北哲弥
大和リース株式会社0000003882 320-5150 大企業府外

（支店長 大林徳丈）

（東京都）大阪府大阪市北区堂山町3番3号 日本生命梅田ビル11階 代表取締役社長 野崎進
株式会社日医リース0000022819 06-6365-7851 中小企業府外

（支店長 山本仁治）

東京都台東区松が谷1-3-5 代表取締役 河田雄二
株式会社日立オートサービス0000019538 03-5830-8661 大企業府外

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

愛知県名古屋市中区金山二丁目1番5号 代表取締役 小野寛利
平和機械株式会社0000014283 052-332-1221 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区天神橋4丁目7番13号 イトービア扇町ビル702 取締役社長 菊地裕之
森尾電機株式会社0000020559 06-6881-7552 中小企業府外 （所長 政井明）

大阪府大阪市東住吉区桑津４丁目1-5 代表者 山縣勝彦
綜合企画 ヤマカツ自販0000022839 06-6714-9950 中小企業府外

（東京都）京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町51 代表取締役 浦野輝虎
株式会社レンタルのニッケン0000014572 622-7723 大企業府外 （所長 小出剛）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0013 車輌（電車車輌を除く）
0002 特殊車両

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府大阪市西区新町4丁目13番1号 代表取締役 赤尾隆
株式会社赤尾0000014539 06-6532-4131 中小企業府外

神奈川県相模原市緑区長竹295番地1 代表取締役 川野繁
飛鳥特装株式会社0000013094 042-780-5591 中小企業府外

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区上鳥羽大溝町2番地 代表取締役 堀田雅之
いすゞ自動車近畿株式会社0000003221 681-6116 大企業府外 （支店長 野田智）

大阪府豊中市利倉２丁目2-5 代表取締役 上野栄利
上野自動車株式会社0000022911 06-6499-9987 中小企業府外

東京都港区芝浦３丁目15番2号 山本ビル3F 代表取締役 佐久間正
エイハン・ジャパン株式会社0000020210 03-5765-6841 中小企業府外

東京都品川区西五反田１丁目31-1 代表取締役 阿部健治
英和株式会社0000006913 06-6539-4801 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市西淀川区佃四丁目7番3号 代表執行役社長 浅見正男
株式会社荏原製作所0000017336 06-6478-5660 大企業府外

（支店長 柳田弘一）

京都府宇治市大久保町西ノ端１番地１ 代表取締役 内海嘉則
株式会社オートワークス京都0000023351 0774-46-7063 中小企業市外

京都府綾部市本町7丁目67番地の2 代表取締役 大槻浩平
大槻ポンプ工業株式会社0000004243 0773-42-0681 中小企業市外

大阪府大阪市住吉区万代東1丁目5番22号 代表取締役 小河元
小川ポンプ工業株式会社0000008364 06-6693-1221 中小企業府外

東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング 代表取締役 川崎信明
川崎機工株式会社0000020481 03-5220-3177 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市城東区成育１丁目6番26号 代表取締役 小川尚
株式会社カンツール0000009174 06-7711-3470 中小企業府外

（所長 保坂澄）

大阪府大阪市西淀川区歌島二丁目4番7号 代表取締役 大植康司
株式会社関電Ｌ＆Ａ0000010312 06-7507-1349 中小企業府外

京都府向日市鶏冠井町馬司18番地 代表取締役 麻田友保
京栄ニチユ株式会社0000008316 933-9331 中小企業市外

京都府久世郡 久御山町佐山双栗37番地1 代表取締役 望月正朗
京都日野自動車株式会社0000002448 0774-46-5200 大企業市外

（兵庫県）京都府京都市伏見区竹田向代町川町102番 ウイングヒルズ上鳥羽口205 代表取締役 布原達也
極東開発工業株式会社0000002660 602-1077 大企業府外 （所長 澤田裕二）

大阪府吹田市南吹田5丁目1番12号 代表取締役 松原達也
キングラン関西株式会社0000008482 06-6388-1481 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目1番3号 ＳＯＲＡ新大阪２１・１４０１室 代表取締役 山本日出男
キンパイ商事株式会社0000000463 06-6396-6451 中小企業府外

大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 代表取締役 北尾裕一
株式会社クボタ0000000572 06-6648-2111 大企業府外
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（東京都）東京都中央区八重洲二丁目10番3号 代表取締役社長 南正人
国際興業株式会社0000023132 03-3273-4045 中小企業府外

（常務執行役員商事部長 渡邉益貴）

コマツカスタマーサポート株式会 （東京都）京都府向日市森本町高田17番地 代表取締役 粟井淳
0000004125 050-3486-7161 大企業府外

（支店長 十河欣也）社

（東京都）大阪府大阪市北区南森町1-2-25 南森町iSビル5階 代表取締役 中村浩士
櫻護謨株式会社0000019323 06-6360-1010 大企業府外 （所長 中村嘉彦）

（東京都）大阪府大阪市 北区南森町 １丁目2-25 南森町ｉＳビル５階 代表取締役 伊藤宏
桜ホース株式会社0000020467 06-6360-1020 中小企業府外 （所長 田中太郎）

（京都府）京都府久世郡 久御山町田井 新荒見230-1 代表取締役 志摩敏樹
志摩機械株式会社0000022693 0774-48-4800 中小企業市外 （所長 松原世治）

大阪府大阪市都島区内代町1丁目2番23号 代表取締役 山下邦彦
清水硝子株式会社0000008157 06-6952-4731 中小企業府外

京都府木津川市山城町綺田川久保17-1 代表取締役 坂東雅樹
株式会社信栄商会0000023243 0774-34-0245 中小企業府外

京都府久世郡久御山町森川端30番地の2 代表取締役 辻尚宏
新晃自動車工業株式会社0000009971 631-0601 中小企業市外

（兵庫県）大阪府大阪市淀川区宮原3丁目3番31号 上村ニッセイビル 代表取締役 五十川龍之
新明和工業株式会社0000000207 06-4807-5520 大企業府外 （支店長 安原巧）

大阪府東大阪市長田東２丁目2番16号 代表取締役 森下喜郎
新和商事株式会社0000008229 06-6746-5511 中小企業府外

栃木県鹿沼市樅山町上原267番地 代表取締役 光野幸子
ジーエムいちはら工業株式会社0000000009 0289-64-1511 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市 中央区北浜 ３丁目2番25号 京阪淀屋橋ビル 代表取締役兼社長執行役員 中井昌之
株式会社ＪＴＢ京阪トラベル0000012803 06-4706-3230 中小企業府外 （所長代行 金森健治）

奈良県北葛城郡河合町大字川合490番地 代表取締役 田畑三治
有限会社スケープテクチャー0000021279 0745-56-3107 中小企業府外

住友ナコフォークリフト販売株式 （東京都）京都府久世郡久御山町野村村東141 代表取締役社長 北川明男
0000010156 075-925-8111 大企業府外

（所長 安井隆宏）会社

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

（富山県）岐阜県各務原市蘇原興亜町4丁目1番地 代表取締役 吉川徳雄
天龍工業株式会社0000008207 058-382-7415 中小企業府外 （中部営業所所長 丹羽成行）

大阪府大阪市西淀川区中島２丁目2番110号 代表取締役会長 嶋村美津子
東洋車輌株式会社0000018125 06-6472-1594 中小企業府外

（大阪府）京都府久世郡久御山町野村村東78 代表取締役社長 上田典昭
トヨタＬ＆Ｆ近畿株式会社0000003204 631-5111 大企業府外 （京都支店長 玉田健夫）

（長崎県）大阪府大阪市淀川区西三国１丁目2番37号 代表取締役 中村康祐
株式会社ナカムラ消防化学0000011923 06-6399-9292 中小企業府外 （所長 中頭徹男）

（石川県）大阪府吹田市豊津町1-31 由武ビル５階Ｃ号室 代表取締役 長野幸浩
長野ポンプ株式会社0000012676 06-6630-7510 中小企業府外 （所長 東野敏行）
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（東京都）大阪府大阪市北区堂山町3番3号 日本生命梅田ビル11階 代表取締役社長 野崎進
株式会社日医リース0000022819 06-6365-7851 中小企業府外

（支店長 山本仁治）

（北海道）大阪府大阪市淀川区西中島５丁目5番15号 新大阪セントラルタワー南館8階 代表取締役 宮澤和孝
株式会社ＮＩＣＨＩＪＯ0000021085 06-6300-7254 中小企業府外

（支社長 鳴海健一）

（東京都）京都府京都市伏見区横大路西海道9-3 代表社員 職務執行者 本田博人
日本キャタピラー合同会社0000008446 602-9591 大企業府外 （京都営業所長 徳永明敬）

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング 代表取締役執行役員社長 森田隆之
日本電気株式会社0000001582 253-6009 大企業府外 （京都支社長 林誠一）

（東京都）大阪府大阪市 淀川区西宮原 １丁目4-13 代表取締役 遠山榮一
日本ドライケミカル株式会社0000019957 06-6399-3344 大企業府外 （大阪支店長 中川信夫）

（東京都）大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目2番13号 代表取締役 北橋昭彦
日本機械工業株式会社0000000286 06-6263-2990 中小企業府外 （所長 岩崎哲也）

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原３丁目5番36号 新大阪トラストタワー6階 代表取締役社長 荻野博一
日本光電工業株式会社0000009597 050-3820-7035 大企業府外

（支社長 麻浩則）

東京都豊島区巣鴨 ２丁目6番1号 代表取締役 小林一志
株式会社パティネレジャー0000019933 03-3915-9111 中小企業府外

東京都台東区松が谷1-3-5 代表取締役 河田雄二
株式会社日立オートサービス0000019538 03-5830-8661 大企業府外

（埼玉県）京都府京都市 伏見区横大路 龍ケ池47-4 代表取締役 廣瀬雅章
日立建機日本株式会社0000008717 603-0887 大企業府外 （所長 橋本浩典）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

愛知県名古屋市中区金山二丁目1番5号 代表取締役 小野寛利
平和機械株式会社0000014283 052-332-1221 中小企業府外

（東京都）千葉県流山市西初石三丁目103番地14 グローリア初石第一ビル1棟3階301号室 代表取締役 飯野塁
株式会社ベルリング0000022682 03-6807-4467 中小企業府外

（所長 細川正憲）

（石川県）京都府亀岡市曽我部町重利風ノ口40番地 代表取締役 久保力
株式会社北陸近畿クボタ0000019257 0771-22-1881 大企業府外

（京都営業部長 西川恒之）

三井物産プラントシステム株式会 （東京都）大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 代表取締役社長 谷垣匡輝
0000011969 06-6226-3665 大企業府外 （支社長 稲垣靖彦）社

三菱ふそうトラック・バス株式会 （神奈川県）京都府向日市鶏冠井町小深田32番地 代表取締役 ハートムット・シック
0000008140 933-4316 大企業府外 （京都支店長 宮岸智之）社

（東京都）大阪府大阪市北区天神橋4丁目7番13号 イトービア扇町ビル702 取締役社長 菊地裕之
森尾電機株式会社0000020559 06-6881-7552 中小企業府外 （所長 政井明）

（兵庫県）兵庫県三田市テクノパーク2番地の3 代表取締役社長執行役員 加藤雅義
株式会社モリタ0000000592 079-568-7970 大企業府外 （支店長 土居典生）

（兵庫県）京都府京都市伏見区納所星柳17番1 代表取締役社長執行役員 玉置敏之
株式会社モリタエコノス0000002835 631-3391 中小企業府外 （所長 植村則雄）

（兵庫県）兵庫県三田市テクノパーク32番 代表取締役 清水浩
株式会社モリタテクノス0000010532 079-568-7302 中小企業府外 （支店長 平岡圭司）
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大阪府大阪市東住吉区桑津４丁目1-5 代表者 山縣勝彦
綜合企画 ヤマカツ自販0000022839 06-6714-9950 中小企業府外

（埼玉県）京都府久世郡久御山町田井東荒見18-1 代表取締役社長 酒巻孝光
UDトラックス株式会社0000008206 0774-45-3300 大企業府外

（カスタマーセンター長 田口博之）

鳥取県鳥取市古海356番地1 取締役社長 吉谷勇一郎
株式会社吉谷機械製作所0000004384 0857-23-2211 中小企業府外

（東京都）京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町51 代表取締役 浦野輝虎
株式会社レンタルのニッケン0000014572 622-7723 大企業府外 （所長 小出剛）

（大阪府）京都府久世郡久御山町市田新珠城120-1 代表取締役 大田実成
ロジスネクスト近畿株式会社0000004145 0774-41-3250 中小企業府外 （支店長 今井昌春）

愛媛県東温市則之内字段乙2309 代表取締役 二神智
株式会社ＷＥＲＭ0000023220 089-909-3393 中小企業府外

（神奈川県）大阪府茨木市天王1-4-12 代表取締役 殿内荘太郎
ワイ・エンジニアリング株式会社0000015302 072-645-0811 中小企業府外

（取締役大阪営業部長 井本孝）
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神奈川県相模原市緑区長竹295番地1 代表取締役 川野繁
飛鳥特装株式会社0000013094 042-780-5591 中小企業府外

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

大阪府豊中市利倉２丁目2-5 代表取締役 上野栄利
上野自動車株式会社0000022911 06-6499-9987 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市西淀川区佃四丁目7番3号 代表執行役社長 浅見正男
株式会社荏原製作所0000017336 06-6478-5660 大企業府外 （支店長 柳田弘一）

大阪府交野市天野が原町４丁目11番13号 代表取締役 中村義信
株式会社オートサービス関西0000008377 072-858-0797 中小企業府外

京都府宇治市大久保町西ノ端１番地１ 代表取締役 内海嘉則
株式会社オートワークス京都0000023351 0774-46-7063 中小企業市外

大阪府大阪市住之江区南港東9丁目4番45号 代表取締役社長 村上茂
大阪車輌工業株式会社0000008123 06-4703-7351 中小企業府外

大阪府大阪市西淀川区歌島二丁目4番7号 代表取締役 大植康司
株式会社関電Ｌ＆Ａ0000010312 06-7507-1349 中小企業府外

京都府久世郡 久御山町佐山双栗37番地1 代表取締役 望月正朗
京都日野自動車株式会社0000002448 0774-46-5200 大企業市外

（東京都）東京都中央区八重洲二丁目10番3号 代表取締役社長 南正人
国際興業株式会社0000023132 03-3273-4045 中小企業府外 （常務執行役員商事部長 渡邉益貴）

京都府久世郡久御山町森川端30番地の2 代表取締役 辻尚宏
新晃自動車工業株式会社0000009971 631-0601 中小企業市外

（兵庫県）大阪府大阪市淀川区宮原3丁目3番31号 上村ニッセイビル 代表取締役 五十川龍之
新明和工業株式会社0000000207 06-4807-5520 大企業府外 （支店長 安原巧）

栃木県鹿沼市樅山町上原267番地 代表取締役 光野幸子
ジーエムいちはら工業株式会社0000000009 0289-64-1511 中小企業府外

（富山県）岐阜県各務原市蘇原興亜町4丁目1番地 代表取締役 吉川徳雄
天龍工業株式会社0000008207 058-382-7415 中小企業府外

（中部営業所所長 丹羽成行）

（東京都）大阪府大阪市北区堂山町3番3号 日本生命梅田ビル11階 代表取締役社長 野崎進
株式会社日医リース0000022819 06-6365-7851 中小企業府外 （支店長 山本仁治）

（東京都）大阪府大阪市 淀川区西宮原 １丁目4-13 代表取締役 遠山榮一
日本ドライケミカル株式会社0000019957 06-6399-3344 大企業府外 （大阪支店長 中川信夫）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市北区天神橋4丁目7番13号 イトービア扇町ビル702 取締役社長 菊地裕之
森尾電機株式会社0000020559 06-6881-7552 中小企業府外 （所長 政井明）

（兵庫県）兵庫県三田市テクノパーク32番 代表取締役 清水浩
株式会社モリタテクノス0000010532 079-568-7302 中小企業府外 （支店長 平岡圭司）

大阪府大阪市東住吉区桑津４丁目1-5 代表者 山縣勝彦
綜合企画 ヤマカツ自販0000022839 06-6714-9950 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0013 車輌（電車車輌を除く）
0003 架装

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

愛媛県東温市則之内字段乙2309 代表取締役 二神智
株式会社ＷＥＲＭ0000023220 089-909-3393 中小企業府外

（神奈川県）大阪府茨木市天王1-4-12 代表取締役 殿内荘太郎
ワイ・エンジニアリング株式会社0000015302 072-645-0811 中小企業府外

（取締役大阪営業部長 井本孝）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0013 車輌（電車車輌を除く）
0004 自転車、バイク

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（滋賀県）京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町11 代表取締役 増本敏幸
株式会社アヤハディオ0000023600 326-6700 大企業府外

（店長 鍵本純一）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町東入真町68 代表取締役 久保允誉
株式会社エディオン0000015814 213-6031 大企業府外 （店長 金子誠治）

神奈川県相模原市中央区鹿沼台2丁目1番3号 代表取締役 河本伊久雄
株式会社河本総合防災0000020182 042-752-6121 大企業府外

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

京都府向日市寺戸町初田25-1 正一ビル1階2号 山内左斗志
サイクル工房テック0000022923 0774-43-0312 中小企業市外

京都府久世郡久御山町林北畑105 久御山団地17-106 西島慶太
サイクルショップスエヒロ0000022854 0774-43-7713 中小企業市外

京都府木津川市山城町綺田川久保17-1 代表取締役 坂東雅樹
株式会社信栄商会0000023243 0774-34-0245 中小企業府外

（静岡県）京都府京都市南区吉祥院観音堂町20番地の1 代表取締役 濱本英信
株式会社スズキ二輪0000008488 671-7351 中小企業府外 （所長 藤原伸洋）

大阪府高槻市城南町１丁目10番27号 谷口健太
高槻スペシャル0000022655 072-662-8484 中小企業府外

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

株式会社ホンダモーターサイクル （東京都）東京都北区赤羽西 ６丁目36番2号 代表取締役 室岡克博
0000016648 03-5948-2862 大企業府外

（営業部長 石見英昭）ジャパン

大阪府大阪市東住吉区桑津４丁目1-5 代表者 山縣勝彦
綜合企画 ヤマカツ自販0000022839 06-6714-9950 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区十八条２丁目4-42 代表取締役 石井謙司
ヤマハ発動機販売株式会社0000008280 06-6397-6165 大企業府外 （課長 森田薫）

株式会社ヨコモリ電池屋コーポレ 東京都渋谷区笹塚3-33-4 代表取締役 横森英俊
0000019128 03-3378-0156 中小企業府外ーション

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0013 車輌（電車車輌を除く）
0005 車両部品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

神奈川県相模原市緑区長竹295番地1 代表取締役 川野繁
飛鳥特装株式会社0000013094 042-780-5591 中小企業府外

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区上鳥羽大溝町2番地 代表取締役 堀田雅之
いすゞ自動車近畿株式会社0000003221 681-6116 大企業府外 （支店長 野田智）

愛知県名古屋市中区栄3-19-4 代表取締役 市橋康男
市岡株式会社0000015804 052-261-5431 中小企業府外

東京都港区芝浦３丁目15番2号 山本ビル3F 代表取締役 佐久間正
エイハン・ジャパン株式会社0000020210 03-5765-6841 中小企業府外

東京都北区神谷1丁目1番1号 代表取締役 榎本正悟
株式会社オージ0000008224 03-3912-3111 中小企業府外

京都府宇治市大久保町西ノ端１番地１ 代表取締役 内海嘉則
株式会社オートワークス京都0000023351 0774-46-7063 中小企業市外

（神奈川県）大阪府大阪市淀川区木川東２丁目4番地10号 三共新大阪ビル8階 代表取締役 丸山明義
株式会社小田原機器0000008214 06-6309-0621 中小企業府外

（所長 宮本克典）

（大阪府）兵庫県尼崎市下坂部３丁目9番1号 代表取締役 森川正興
関西ヂーゼル株式会社0000015872 06-6497-1932 中小企業府外 （センター長 岸本英樹）

大阪府大阪市西淀川区歌島二丁目4番7号 代表取締役 大植康司
株式会社関電Ｌ＆Ａ0000010312 06-7507-1349 中小企業府外

京都府久世郡 久御山町佐山双栗37番地1 代表取締役 望月正朗
京都日野自動車株式会社0000002448 0774-46-5200 大企業市外

大阪府枚方市出口1丁目2番83号 取締役社長 饗庭克也
ケーテー自動車工業株式会社0000008198 072-845-2361 中小企業府外

大阪府大阪市 平野区西脇 ２丁目12番26号 代表取締役社長 相薗岳生
株式会社交通電業社0000010351 06-6701-0111 中小企業府外

（東京都）東京都中央区八重洲二丁目10番3号 代表取締役社長 南正人
国際興業株式会社0000023132 03-3273-4045 中小企業府外

（常務執行役員商事部長 渡邉益貴）

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

コマツカスタマーサポート株式会 （東京都）京都府向日市森本町高田17番地 代表取締役 粟井淳
0000004125 050-3486-7161 大企業府外 （支店長 十河欣也）社

（愛知県）大阪府東大阪市弥生町4番29 代表取締役 小澤賢記
ゴールドキング株式会社0000008134 0729-85-7491 中小企業府外 （所長 榊原剛）

京都府舞鶴市字寺内3番地の5 代表取締役 佐古田政彰
株式会社佐古田電機0000019305 0773-75-3290 中小企業市外

滋賀県大津市竜が丘1番12号 取締役社長 芝野哲郎
滋賀石油株式会社0000011957 077-524-3631 大企業府外

京都府宇治市宇治妙楽146 代表取締役 梶均
有限会社昇苑くみひも0000022697 0774-23-5510 中小企業市外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0013 車輌（電車車輌を除く）
0005 車両部品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府木津川市山城町綺田川久保17-1 代表取締役 坂東雅樹
株式会社信栄商会0000023243 0774-34-0245 中小企業府外

京都府久世郡久御山町森川端30番地の2 代表取締役 辻尚宏
新晃自動車工業株式会社0000009971 631-0601 中小企業市外

大阪府東大阪市長田東２丁目2番16号 代表取締役 森下喜郎
新和商事株式会社0000008229 06-6746-5511 中小企業府外

大阪府大阪市中央区南船場三丁目11番20号 代表取締役 永田鉄平
住江織物株式会社0000005052 06-6251-6801 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区角田町1番1号 東阪急ビル5F 代表取締役 岩城哲人
泰平電機株式会社0000008103 06-6365-0856 中小企業府外 （所長 平田雅一）

（大阪府）京都府京都市右京区西院久保田町15番地 代表取締役 駿河竜介
ダンロップタイヤ近畿株式会社0000008239 312-1100 中小企業府外 （所長 数元康平）

（大阪府）京都府久世郡久御山町田井東荒見14-13 代表取締役 松村凡夫
株式会社ヂーゼル補機0000022029 0774-48-2511 中小企業府外

（取締役京都支店長 岡村隆庸）

（富山県）岐阜県各務原市蘇原興亜町4丁目1番地 代表取締役 吉川徳雄
天龍工業株式会社0000008207 058-382-7415 中小企業府外

（中部営業所所長 丹羽成行）

神奈川県厚木市金田1022番地1 代表取締役 山口誠志
株式会社デルオート0000018817 046-221-1101 中小企業府外

（神奈川県）大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル 代表取締役社長 李星九
東海ファインカーボン株式会社0000015322 06-6363-1341 中小企業府外 （所長 七五三泰史）

（東京都）兵庫県神戸市中央区中町通2丁目3番2号 三共神戸ツインビル4階 代表取締役 澄川和夫
ナブテスコサービス株式会社0000014600 078-366-2893 大企業府外 （支店長 岩智一）

佐賀県三養基郡基山町大字長野308-5 代表取締役 下津俊幸
西鉄車体技術株式会社0000016693 0942-92-5860 中小企業府外

東京都大田区大森北4丁目11番11号 代表取締役 西山博務
株式会社ニシヤマ0000007243 03-5767-5351 大企業府外

（北海道）大阪府大阪市淀川区西中島５丁目5番15号 新大阪セントラルタワー南館8階 代表取締役 宮澤和孝
株式会社ＮＩＣＨＩＪＯ0000021085 06-6300-7254 中小企業府外

（支社長 鳴海健一）

大阪府大阪市中央区農人橋２丁目１番２０号 代表取締役 片山元成
株式会社日工電気0000008306 06-6941-7765 中小企業府外

（東京都）京都府京都市伏見区横大路西海道9-3 代表社員 職務執行者 本田博人
日本キャタピラー合同会社0000008446 602-9591 大企業府外 （京都営業所長 徳永明敬）

（大阪府）兵庫県尼崎市大庄川田町74番地 取締役社長 藤原彰
株式会社阪急阪神エムテック0000009057 06-6419-7143 大企業府外 （営業部長 鈴鹿隆英）

パソナ・パナソニックビジネスサ 大阪府大阪市中央区北浜東4番33号 北浜ネクスビル 代表取締役社長 佐野克也
0000023691 06-6910-1380 中小企業府外ービス株式会社

（埼玉県）京都府京都市 伏見区横大路 龍ケ池47-4 代表取締役 廣瀬雅章
日立建機日本株式会社0000008717 603-0887 大企業府外 （所長 橋本浩典）

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0013 車輌（電車車輌を除く）
0005 車両部品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

ブリヂストンタイヤサービス西日 （東京都）京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花30 代表取締役 中道護
0000009624 691-1126 中小企業府外

（店長 岸岡豊一）本株式会社

（大阪府）大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目6番8号 御堂筋ダイワビル7階 代表取締役 前川武士
株式会社マエカワ0000022843 06-6251-2330 中小企業府外 （取締役部長 深見佳祐）

大阪府東大阪市若江南町一丁目1番28号 代表取締役 三上省吾
三上化工材株式会社0000008173 06-4307-6671 中小企業府外

三菱ふそうトラック・バス株式会 （神奈川県）京都府向日市鶏冠井町小深田32番地 代表取締役 ハートムット・シック
0000008140 933-4316 大企業府外 （京都支店長 宮岸智之）社

（東京都）大阪府大阪市北区天神橋4丁目7番13号 イトービア扇町ビル702 取締役社長 菊地裕之
森尾電機株式会社0000020559 06-6881-7552 中小企業府外 （所長 政井明）

（兵庫県）京都府京都市伏見区納所星柳17番1 代表取締役社長執行役員 玉置敏之
株式会社モリタエコノス0000002835 631-3391 中小企業府外

（所長 植村則雄）

大阪府大阪市東住吉区桑津４丁目1-5 代表者 山縣勝彦
綜合企画 ヤマカツ自販0000022839 06-6714-9950 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区曽根崎２丁目5番10号 梅田パシフィックビルディング７Ｆ 代表取締役 飯田充男
八幡電気産業株式会社0000005104 06-6311-5681 中小企業府外 （大阪営業所長 平田勝）

（埼玉県）京都府久世郡久御山町田井東荒見18-1 代表取締役社長 酒巻孝光
UDトラックス株式会社0000008206 0774-45-3300 大企業府外 （カスタマーセンター長 田口博之）

（東京都）京都府京都市伏見区横大路下三栖南郷12番の１ 代表取締役 矢羽田雄彦
株式会社ヨコハマタイヤジャパン0000008105 601-5261 大企業府外 （所長 岡村光弘）

株式会社ヨコモリ電池屋コーポレ 東京都渋谷区笹塚3-33-4 代表取締役 横森英俊
0000019128 03-3378-0156 中小企業府外ーション

（岐阜県）大阪府大阪市北区東天満２丁目6番5号 Ｉ・Ｓ南森町ビル４階 代表取締役 杉本眞
レシップ株式会社0000010074 06-6881-4685 中小企業府外

（大阪営業所長 望月周史）

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４丁目34番26号 代表取締役 近藤真子
株式会社レゾナント・システムズ0000015293 045-503-3121 中小企業府外

（大阪府）京都府久世郡久御山町市田新珠城120-1 代表取締役 大田実成
ロジスネクスト近畿株式会社0000004145 0774-41-3250 中小企業府外 （支店長 今井昌春）

（神奈川県）大阪府茨木市天王1-4-12 代表取締役 殿内荘太郎
ワイ・エンジニアリング株式会社0000015302 072-645-0811 中小企業府外 （取締役大阪営業部長 井本孝）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0013 車輌（電車車輌を除く）
0006 車検・修理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区上鳥羽大溝町2番地 代表取締役 堀田雅之
いすゞ自動車近畿株式会社0000003221 681-6116 大企業府外

（支店長 野田智）

東京都港区芝浦３丁目15番2号 山本ビル3F 代表取締役 佐久間正
エイハン・ジャパン株式会社0000020210 03-5765-6841 中小企業府外

東京都北区神谷1丁目1番1号 代表取締役 榎本正悟
株式会社オージ0000008224 03-3912-3111 中小企業府外

大阪府交野市天野が原町４丁目11番13号 代表取締役 中村義信
株式会社オートサービス関西0000008377 072-858-0797 中小企業府外

大阪府大阪市住之江区南港東9丁目4番45号 代表取締役社長 村上茂
大阪車輌工業株式会社0000008123 06-4703-7351 中小企業府外

鹿児島県鹿児島市山下町9番5号 代表取締役 西修平
鹿児島国際航空株式会社0000023642 0995-58-2304 中小企業府外

（大阪府）兵庫県尼崎市下坂部３丁目9番1号 代表取締役 森川正興
関西ヂーゼル株式会社0000015872 06-6497-1932 中小企業府外

（センター長 岸本英樹）

大阪府大阪市西淀川区歌島二丁目4番7号 代表取締役 大植康司
株式会社関電Ｌ＆Ａ0000010312 06-7507-1349 中小企業府外

京都府向日市鶏冠井町馬司9-1 代表取締役 馬場弘一郎
京栄自動車工業株式会社0000008315 933-7676 中小企業市外

京都府久世郡 久御山町佐山双栗37番地1 代表取締役 望月正朗
京都日野自動車株式会社0000002448 0774-46-5200 大企業市外

大阪府枚方市出口1丁目2番83号 取締役社長 饗庭克也
ケーテー自動車工業株式会社0000008198 072-845-2361 中小企業府外

（東京都）東京都中央区八重洲二丁目10番3号 代表取締役社長 南正人
国際興業株式会社0000023132 03-3273-4045 中小企業府外

（常務執行役員商事部長 渡邉益貴）

コマツカスタマーサポート株式会 （東京都）京都府向日市森本町高田17番地 代表取締役 粟井淳
0000004125 050-3486-7161 大企業府外

（支店長 十河欣也）社

滋賀県大津市竜が丘1番12号 取締役社長 芝野哲郎
滋賀石油株式会社0000011957 077-524-3631 大企業府外

京都府久世郡久御山町森川端30番地の2 代表取締役 辻尚宏
新晃自動車工業株式会社0000009971 631-0601 中小企業市外

（大阪府）京都府京都市右京区西院久保田町15番地 代表取締役 駿河竜介
ダンロップタイヤ近畿株式会社0000008239 312-1100 中小企業府外 （所長 数元康平）

（大阪府）京都府久世郡久御山町田井東荒見14-13 代表取締役 松村凡夫
株式会社ヂーゼル補機0000022029 0774-48-2511 中小企業府外 （取締役京都支店長 岡村隆庸）

神奈川県厚木市金田1022番地1 代表取締役 山口誠志
株式会社デルオート0000018817 046-221-1101 中小企業府外

佐賀県三養基郡基山町大字長野308-5 代表取締役 下津俊幸
西鉄車体技術株式会社0000016693 0942-92-5860 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0013 車輌（電車車輌を除く）
0006 車検・修理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（北海道）大阪府大阪市淀川区西中島５丁目5番15号 新大阪セントラルタワー南館8階 代表取締役 宮澤和孝
株式会社ＮＩＣＨＩＪＯ0000021085 06-6300-7254 中小企業府外

（支社長 鳴海健一）

（東京都）京都府京都市伏見区横大路西海道9-3 代表社員 職務執行者 本田博人
日本キャタピラー合同会社0000008446 602-9591 大企業府外

（京都営業所長 徳永明敬）

（大阪府）兵庫県尼崎市大庄川田町74番地 取締役社長 藤原彰
株式会社阪急阪神エムテック0000009057 06-6419-7143 大企業府外 （営業部長 鈴鹿隆英）

（埼玉県）京都府京都市 伏見区横大路 龍ケ池47-4 代表取締役 廣瀬雅章
日立建機日本株式会社0000008717 603-0887 大企業府外 （所長 橋本浩典）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（大阪府）大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目6番8号 御堂筋ダイワビル7階 代表取締役 前川武士
株式会社マエカワ0000022843 06-6251-2330 中小企業府外 （取締役部長 深見佳祐）

三菱ふそうトラック・バス株式会 （神奈川県）京都府向日市鶏冠井町小深田32番地 代表取締役 ハートムット・シック
0000008140 933-4316 大企業府外

（京都支店長 宮岸智之）社

（東京都）大阪府大阪市北区天神橋4丁目7番13号 イトービア扇町ビル702 取締役社長 菊地裕之
森尾電機株式会社0000020559 06-6881-7552 中小企業府外

（所長 政井明）

（兵庫県）京都府京都市伏見区納所星柳17番1 代表取締役社長執行役員 玉置敏之
株式会社モリタエコノス0000002835 631-3391 中小企業府外 （所長 植村則雄）

大阪府大阪市東住吉区桑津４丁目1-5 代表者 山縣勝彦
綜合企画 ヤマカツ自販0000022839 06-6714-9950 中小企業府外

（埼玉県）京都府久世郡久御山町田井東荒見18-1 代表取締役社長 酒巻孝光
UDトラックス株式会社0000008206 0774-45-3300 大企業府外 （カスタマーセンター長 田口博之）

（大阪府）京都府久世郡久御山町市田新珠城120-1 代表取締役 大田実成
ロジスネクスト近畿株式会社0000004145 0774-41-3250 中小企業府外 （支店長 今井昌春）

（神奈川県）大阪府茨木市天王1-4-12 代表取締役 殿内荘太郎
ワイ・エンジニアリング株式会社0000015302 072-645-0811 中小企業府外

（取締役大阪営業部長 井本孝）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0013 車輌（電車車輌を除く）
0007 航空機部品修理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

東京都昭島市拝島町3975番地18 代表取締役社長 森田昭彦
株式会社ＩＨＩジェットサービス0000009430 042-500-8300 大企業府外

（東京都）大阪府吹田市垂水町3丁目35番31号 代表取締役社長 加藤浩士
朝日航洋株式会社0000008170 06-6338-3321 大企業府外

（支社長 福本博史）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

イヨンインターナショナル株式会 東京都港区南青山一丁目1番1号 新青山ビル西館23階 代表取締役 原寛
0000021797 03-3470-1755 中小企業府外社

エアバス・ヘリコプターズ・ジャ （東京都）東京都港区六本木六丁目10番1号 代表取締役 ギヨム・ルプランス
0000000139 03-5414-3339 大企業府外 （カスタマーサポート部長 荒川良紀）パン株式会社

鹿児島県鹿児島市山下町9番5号 代表取締役 西修平
鹿児島国際航空株式会社0000023642 0995-58-2304 中小企業府外

（東京都）東京都新宿区四谷４丁目1番地 代表取締役 阿部俊之
株式会社ジャムコ0000015244 03-5369-6620 大企業府外

（営業部長 矢野正登）

東京都大田区羽田空港 一丁目7番1号 空港施設第二綜合ビル 代表取締役 中島啓介
多摩川エアロシステムズ株式会社0000009770 03-5708-7821 中小企業府外

（愛知県）大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39 新大阪ＮＫビル２Ｆ 代表取締役社長 二神一
中日本航空株式会社0000007644 06-6152-5651 大企業府外 （支店長 遠藤孝浩）

東京都港区南青山一丁目1番1号 代表取締役 蔵前浩
日本エアロスペース株式会社0000008225 03-5785-5997 大企業府外

（東京都）大阪府八尾市空港 ２丁目12 代表取締役 南友和
マイナミ空港サービス株式会社0000020729 072-922-7223 中小企業府外 （航空燃料，潤滑油販売部担当部長 大森章憲）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0013 車輌（電車車輌を除く）
0008 その他（車両（電車車両を除く））

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府大阪市福島区大開１丁目19番7号 代表取締役 浅羽信宏
株式会社浅羽計器0000022913 06-6461-1061 中小企業府外

（東京都）兵庫県神戸市兵庫区和田山通2-12-14 代表取締役 淺川雅夫
株式会社アサヤマ0000010251 078-681-9661 中小企業府外

（本部長 清水和彦）

（東京都）大阪府大阪市西淀川区御幣島二丁目1番14号 代表取締役 中谷宗平
安全自動車株式会社0000009428 06-6472-0361 中小企業府外 （支店長 後藤正）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

イヨンインターナショナル株式会 東京都港区南青山一丁目1番1号 新青山ビル西館23階 代表取締役 原寛
0000021797 03-3470-1755 中小企業府外社

東京都港区芝浦３丁目15番2号 山本ビル3F 代表取締役 佐久間正
エイハン・ジャパン株式会社0000020210 03-5765-6841 中小企業府外

兵庫県尼崎市元浜町５丁目91番地 代表取締役 初田邦夫
株式会社エボシ製作所0000019535 06-6419-1681 中小企業府外

鹿児島県鹿児島市山下町9番5号 代表取締役 西修平
鹿児島国際航空株式会社0000023642 0995-58-2304 中小企業府外

大阪府豊中市庄内東町６丁目7番8号 代表取締役 三條場英敏
関西軌器有限会社0000022653 06-6334-7416 中小企業府外

東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 代表取締役 川村卓也
株式会社木下抗菌サービス0000023103 03-5908-2389 中小企業府外

（東京都）東京都中央区八重洲二丁目10番3号 代表取締役社長 南正人
国際興業株式会社0000023132 03-3273-4045 中小企業府外 （常務執行役員商事部長 渡邉益貴）

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

大阪府大阪市北区天満一丁目19番4号 代表取締役 高木眞敏
壽環境機材株式会社0000014057 06-6352-5880 中小企業府外

（愛知県）大阪府東大阪市弥生町4番29 代表取締役 小澤賢記
ゴールドキング株式会社0000008134 0729-85-7491 中小企業府外

（所長 榊原剛）

京都府久世郡久御山町林北畑105 久御山団地17-106 西島慶太
サイクルショップスエヒロ0000022854 0774-43-7713 中小企業市外

京都府舞鶴市字寺内3番地の5 代表取締役 佐古田政彰
株式会社佐古田電機0000019305 0773-75-3290 中小企業市外

（大阪府）大阪府大阪市 中央区北浜 ３丁目2番25号 京阪淀屋橋ビル 代表取締役兼社長執行役員 中井昌之
株式会社ＪＴＢ京阪トラベル0000012803 06-4706-3230 中小企業府外 （所長代行 金森健治）

大阪府大阪市中央区南船場三丁目11番20号 代表取締役 永田鉄平
住江織物株式会社0000005052 06-6251-6801 中小企業府外

大阪府大阪市中央区玉造一丁目6番25号 代表取締役 岡本吉隆
株式会社清華堂0000022227 06-6761-7315 中小企業府外

（福井県）京都府京都市中京区壬生森前町6番地 代表取締役 村松健一
高石機械産業株式会社0000005189 802-0171 中小企業市外 （取締役執行役員社長 國井孝泰）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0013 車輌（電車車輌を除く）
0008 その他（車両（電車車両を除く））

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

京都府相楽郡精華町精華台7丁目4番地6 代表取締役 大田凱敬
ダイナミックツール株式会社0000022657 0774-98-0518 中小企業市外

（大阪府）京都府久世郡久御山町田井東荒見14-13 代表取締役 松村凡夫
株式会社ヂーゼル補機0000022029 0774-48-2511 中小企業府外 （取締役京都支店長 岡村隆庸）

東京都大田区大森北4丁目11番11号 代表取締役 西山博務
株式会社ニシヤマ0000007243 03-5767-5351 大企業府外

日鉄レールウェイテクノス株式会 大阪府大阪市此花区島屋５丁目1番109号 代表取締役 谷元伸孝
0000019308 06-6466-6176 中小企業府外社

東京都港区南青山一丁目1番1号 代表取締役 蔵前浩
日本エアロスペース株式会社0000008225 03-5785-5997 大企業府外

大阪府大阪市淀川区西中島３丁目11-24 山よし第11ビル8Ｆ 代表取締役 岡田信二
株式会社ニューコンセプト0000022982 06-6303-1178 中小企業府外

パソナ・パナソニックビジネスサ 大阪府大阪市中央区北浜東4番33号 北浜ネクスビル 代表取締役社長 佐野克也
0000023691 06-6910-1380 中小企業府外ービス株式会社

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

新潟県燕市吉田法花堂1949番地1 代表取締役 本間正隆
株式会社本宏製作所0000021946 0256-93-7043 中小企業府外

（東京都）大阪府八尾市空港 ２丁目12 代表取締役 南友和
マイナミ空港サービス株式会社0000020729 072-922-7223 中小企業府外 （航空燃料，潤滑油販売部担当部長 大森章憲）

（大阪府）大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目6番8号 御堂筋ダイワビル7階 代表取締役 前川武士
株式会社マエカワ0000022843 06-6251-2330 中小企業府外

（取締役部長 深見佳祐）

滋賀県大津市今堅田一丁目2番20号 代表取締役 仲野薫
株式会社杢兵衛造船所0000015320 077-572-2101 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区天神橋4丁目7番13号 イトービア扇町ビル702 取締役社長 菊地裕之
森尾電機株式会社0000020559 06-6881-7552 中小企業府外 （所長 政井明）

（兵庫県）兵庫県三田市テクノパーク32番 代表取締役 清水浩
株式会社モリタテクノス0000010532 079-568-7302 中小企業府外 （支店長 平岡圭司）

大阪府大阪市東住吉区桑津４丁目1-5 代表者 山縣勝彦
綜合企画 ヤマカツ自販0000022839 06-6714-9950 中小企業府外

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目18番2号 代表取締役 吉田篤司
株式会社ランドピア0000022516 03-3661-5633 中小企業府外

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４丁目34番26号 代表取締役 近藤真子
株式会社レゾナント・システムズ0000015293 045-503-3121 中小企業府外

（神奈川県）大阪府茨木市天王1-4-12 代表取締役 殿内荘太郎
ワイ・エンジニアリング株式会社0000015302 072-645-0811 中小企業府外 （取締役大阪営業部長 井本孝）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0014 食料・飼料・植物類
0001 食料

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

愛知県小牧市大字間々原新田字中島500番地 代表取締役 平野豪治
愛知ヨーク株式会社0000002491 0568-77-3141 中小企業府外

宮城県仙台市青葉区五橋二丁目12番1号 代表取締役 大山晃弘
アイリスオーヤマ株式会社0000019862 022-211-3400 大企業府外

（滋賀県）京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町11 代表取締役 増本敏幸
株式会社アヤハディオ0000023600 326-6700 大企業府外 （店長 鍵本純一）

（東京都）京都府京都市伏見区中島北ノ口町25番地 代表取締役 福神雄介
アルフレッサ株式会社0000000768 623-5201 大企業府外 （関西営業本部京滋営業部長 矢頭明）

福岡県福岡市城南区飯倉1-6-25 代表取締役 古賀功一
株式会社あんしんサポート0000022831 092-843-1881 中小企業府外

東京都杉並区高円寺北二丁目20番1号 代表取締役 堤谷人
株式会社イーエムアイ0000022245 03-3336-0627 中小企業府外

兵庫県伊丹市中央５丁目5番10号 代表取締役 北嶋太郎
伊丹産業株式会社0000016732 072-783-0001 中小企業府外

大阪府高槻市大塚町五丁目21番1号 代表取締役 辻本晴彦
一富士ケータリング株式会社0000015845 072-673-0141 中小企業府外

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 代表取締役 森敏明
Ｈ.Ｕ.ウェルネス株式会社0000013721 050-2000-5003 中小企業府外

大阪府大阪市西区南堀江１丁目7番4号 代表取締役 中塚克敏
エイトレント株式会社0000013738 06-7664-8791 大企業府外

大阪府大阪市浪速区元町1丁目3番2号 代表取締役 原田幸博
株式会社オリエンタルベーカリー0000009458 06-6632-4625 中小企業府外

大阪府大阪市西区川口４丁目10番8号 代表取締役 山口昭文
唐木栄研株式会社0000014072 06-6582-8345 中小企業府外

滋賀県近江八幡市桜宮町166番地 代表取締役 飯塚信之
株式会社カワムラ0000018071 0748-33-1111 中小企業府外

神奈川県相模原市中央区鹿沼台2丁目1番3号 代表取締役 河本伊久雄
株式会社河本総合防災0000020182 042-752-6121 大企業府外

関西キリンビバレッジサービス株 （大阪府）京都府向日市鶏冠井町十相２６ 取締役社長 吉村智士
0000015363 922-2541 中小企業府外 （支店長 川端寿一）式会社

大阪府茨木市美沢町15番30号 代表取締役 湯澤衛
近畿中央ヤクルト販売株式会社0000019284 072-634-8960 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号 代表取締役社長執行役員 秋田拓士
株式会社近鉄百貨店0000001705 06-6624-1111 大企業府外 （上席常務執行役員本店長 中川勝博）

大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目1番3号 ＳＯＲＡ新大阪２１・１４０１室 代表取締役 山本日出男
キンパイ商事株式会社0000000463 06-6396-6451 中小企業府外

東京都中野区中央一丁目38番1号-2107 代表取締役 六川和樹
株式会社サムライコネクション0000020148 03-3371-5317 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市北区紫竹上本町12 代表取締役 更家史朗
サラヤ株式会社0000000346 494-0800 中小企業府外 （支店長 西澤正志）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0014 食料・飼料・植物類
0001 食料

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（愛知県）京都府京都市右京区西院東中水町11番地 代表取締役社長 浅野茂
株式会社スズケン0000008675 312-9151 大企業府外

（支店長 森康之）

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外

（執行役員店長 田原和也）

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79 代表取締役社長 澤田太郎
株式会社大丸松坂屋百貨店0000013841 241-6981 大企業府外 （お得意様営業部部長 舟橋栄樹）

株式会社トーヨー養父バイオエネ 兵庫県養父市大薮１１５３番地３ 代表取締役 岡田吉充
0000022898 079-666-8104 中小企業府外ルギー

（東京都）京都府京都市下京区玉津島町294 代表社員 陳妙芬
中哲合同会社0000023655 746-6102 中小企業府外 （支店長 陳妙芬）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル７F 代表取締役社長 立林勝美
日清医療食品株式会社0000001013 231-5100 大企業府外

（支店長 小林和則）

（東京都）大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目5番30号 代表取締役 奥井孝之
光が丘興産株式会社0000023160 06-6243-2401 中小企業府外

（執行役員支店長 石突寿啓）

京都府宇治市槇島町目川170番地の2 代表取締役 樋口真一郎
樋口鉱泉株式会社0000019956 0774-22-1332 中小企業市外

大阪府摂津市鳥飼銘木町15番21号 代表取締役 堀本和幸
株式会社ピーシー販売0000017664 072-653-3201 中小企業府外

（静岡県）大阪府大阪市 平野区加美西 １丁目13-39 代表取締役 村松善八
株式会社フード・デリ0000009369 06-4303-2080 中小企業府外 （支社長 牧田久敏）

東京都港区芝二丁目１番２８号 芝アネックスビル７階 代表取締役社長 林基史
株式会社ｆｕｎｂｏｘ0000023413 03-6899-2255 中小企業府外

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

大阪府大阪市北区大淀中1丁目16番10号 高石ビル5階 代表取締役 芥川哲
ベータ食品株式会社0000023414 06-6345-6222 中小企業府外

奈良県大和郡山市横田町595番地の1 代表取締役 北森康史
株式会社ホウワ0000010500 0743-57-8000 中小企業府外

京都府木津川市梅美台五丁目１０番地１１ 代表取締役 野瀬浩
萬友商事株式会社0000022328 0774-71-8036 中小企業市外

（東京都）京都府京都市 西京区桂 池尻町112番地 代表取締役 松村不二夫
ミドリ安全株式会社0000001837 394-3071 大企業府外 （支店長 島畑雄一郎）

大阪府大阪市浪速区桜川４丁目10番27号 代表取締役 三好尚志
株式会社ミヨシ0000016031 06-6567-0821 中小企業府外

奈良県橿原市北八木町１丁目6番16号 代表取締役 和田英徳
大和中央製薬株式会社0000018233 0744-22-2043 中小企業府外

滋賀県大津市黒津 ３丁目13-47 代表取締役 吉川靜雄
有限会社ヨシカワ商事0000010234 077-536-2025 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0014 食料・飼料・植物類
0001 食料

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府宇治市菟道門前4番地の10 代表取締役 利田孝司
株式会社利招園茶舗0000014537 0774-22-0877 中小企業市外
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内容別名簿（物品関係）市外
0014 食料・飼料・植物類
0002 飼料

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府相楽郡南山城村大字田山小字瀧ヶ本2番地 代表取締役 西窪大助
有限会社クローバーリーフ0000000737 0743-94-0609 中小企業市外

滋賀県大津市におの浜４丁目4番23号 代表理事会長 佐野高典
滋賀県漁業協同組合連合会0000008463 077-524-2418 中小企業府外

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

兵庫県神戸市中央区江戸町98番地1 東町江戸町ビル907号 代表取締役 齋藤弘
株式会社南北貿易0000008622 078-322-0660 中小企業府外

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目14番18号 代表取締役 勢戸俊雄
北海飼料販売株式会社0000008456 06-6699-7788 中小企業府外

大阪府泉佐野市鶴原232番地の2 奥野義彦
満潮鮮魚0000000695 072-464-4593 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0014 食料・飼料・植物類
0003 植物類・肥料

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（滋賀県）京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町11 代表取締役 増本敏幸
株式会社アヤハディオ0000023600 326-6700 大企業府外

（店長 鍵本純一）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

三重県名張市蔵持町原出523番地 代表取締役 上田龍雄
株式会社エム・シー・エス0000017328 0595-66-0082 中小企業府外

（大阪府）大阪府東大阪市長田東3丁目2番7号 代表取締役社長 奥洋彦
奥アンツーカ株式会社0000003321 06-6743-3366 中小企業府外 （支店長 松井欣也）

（大阪府）京都府京都市東山区毘沙門町43-7-207 代表取締役 宮城和光
京阪園芸株式会社0000005524 741-7541 中小企業府外 （所長 麻田卓男）

京都府宮津市字鶴賀2070番地の1 代表取締役 今井一雄
株式会社三洋商事0000023153 0772-22-4333 中小企業市外

奈良県北葛城郡河合町大字川合490番地 代表取締役 田畑三治
有限会社スケープテクチャー0000021279 0745-56-3107 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区寺田町1丁目1番2号 代表取締役 矢野幸吉
株式会社タイキ0000006191 06-6779-9001 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外 （執行役員店長 田原和也）

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

京都府城陽市寺田中大小68番地 代表取締役 岩見悦明
株式会社杜若園芸0000022251 0774-55-7977 中小企業市外

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

京都府向日市鶏冠井町七反田17番地 代表取締役 吉村徹
株式会社マサミガーデン0000016025 075-922-7121 中小企業市外

（北海道）東京都台東区台東１丁目27番11号 代表取締役社長 笠松宏一
雪印種苗株式会社0000018957 03-5817-8931 大企業府外

（東京事業所長 鈴木謙治）
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内容別名簿（物品関係）市外
0015 薬品・塗料・燃料
0001 薬品材料

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

三重県名張市赤目町相楽619番地の1 代表取締役 池之上拓也
株式会社アクト0000023395 0595-63-8261 中小企業府外

大阪府柏原市大正2丁目9番6号 代表取締役 吉田也真登
朝日衛生材料株式会社0000009114 072-971-3555 中小企業府外

（愛知県）京都府京都市南区吉祥院西ノ庄渕ノ西町20-3 代表取締役 相原夏実
株式会社アスコ0000014606 325-2671 中小企業府外 （所長 辻威光）

京都府宇治市槙島町落合121番地の2 代表取締役社長 鈴木良平
株式会社アテスト0000004250 0774-21-2170 中小企業市外

（東京都）京都府京都市伏見区中島北ノ口町25番地 代表取締役 福神雄介
アルフレッサ株式会社0000000768 623-5201 大企業府外 （関西営業本部京滋営業部長 矢頭明）

（大阪府）滋賀県湖南市高松町8-1 代表取締役 木野村圭右
株式会社アルボース0000022850 0748-75-1281 中小企業府外 （京滋営業所長 伊東寛喜）

東京都千代田区永田町2丁目14番2号 代表取締役社長 本郷義昭
伊藤忠マシンテクノス株式会社0000007143 03-3506-3511 大企業府外

（大阪府）大阪府枚方市中宮大池2丁目10番1号 代表取締役 道志年章
エア・ウォーター西日本株式会社0000023561 072-840-1564 大企業府外

（所長 北之防豊）

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 代表取締役 森敏明
Ｈ.Ｕ.ウェルネス株式会社0000013721 050-2000-5003 中小企業府外

大阪府大阪市北区万歳町3番20号 代表取締役 廣瀬一郎
ＳＷＨメディカル株式会社0000023581 06-6311-1821 中小企業府外

東京都港区港南二丁目16番1号 代表取締役 三池正泰
エム・シー・ヘルスケア株式会社0000015418 03-5781-7808 大企業府外

（北海道）大阪府門真市桑才新町22-1 代表取締役社長 木村友彦
ＭＰアグロ株式会社0000010567 06-6530-1177 中小企業府外 （支店長 白石誠）

大阪府箕面市稲五丁目13番10号 代表取締役 矢野貴光
大阪薬研株式会社0000014569 072-726-1151 中小企業府外

オリンパスマーケティング株式会 （東京都）京都府京都市下京区五条通室町西入東錺屋町186 代表取締役 安藤幸二
0000014033 341-5550 中小企業府外

（支店長 加藤隆之）社

大阪府大阪市西区京町堀1丁目12番30号 代表取締役 渡辺勇人
株式会社関薬0000010314 06-6443-2361 中小企業府外

大阪府大阪市西区京町堀3丁目3番11号 代表取締役 三木辰造
北作商事株式会社0000023629 06-6443-5771 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区西ノ京東中合町74番地 代表取締役社長 岡本総一郎
株式会社ケーエスケー0000008141 802-1500 大企業府外 （支店長 藤井慎太郎）

コスメテックスローランド株式会 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル13階 代表取締役 松田幸助
0000022664 03-3585-9301 中小企業府外社

大阪府大阪市西区新町3-8-18 西長堀ビジネスゾーン6F 代表取締役 赤松秀雄
株式会社サテライト0000019300 06-6538-2000 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外 （所長 猿橋生久）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0015 薬品・塗料・燃料
0001 薬品材料

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）大阪府大阪市中央区今橋４丁目4番7号 代表取締役 久本博之
十全株式会社0000023231 06-6202-7191 中小企業府外

（支店長 星野泰男）

大阪府大阪市 東成区東今里2丁目1番18号 代表取締役 伊藤秀之
株式会社スクールゴー0000018262 06-7777-8888 中小企業府外

奈良県北葛城郡河合町大字川合490番地 代表取締役 田畑三治
有限会社スケープテクチャー0000021279 0745-56-3107 中小企業府外

（愛知県）京都府京都市右京区西院東中水町11番地 代表取締役社長 浅野茂
株式会社スズケン0000008675 312-9151 大企業府外 （支店長 森康之）

兵庫県神戸市中央区港島南町１丁目4番4 代表取締役 為則通洋
西進商事株式会社0000004356 078-303-3810 中小企業府外

京都府久世郡久御山町中島池ノ上49番地 代表取締役 甲斐芳雄
株式会社大成総合設備0000010406 075-633-5454 中小企業市外

兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号 代表取締役社長 南條博昭
株式会社タクマ0000005131 06-6483-2609 大企業府外

大阪府東大阪市高井田西3丁目2番21号 代表取締役 八和田靖夫
鶴亀温水器工業株式会社0000000602 06-6788-5301 中小企業府外

東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 代表取締役 藤井啓祐
ティーメディクス株式会社0000022635 03-3349-8590 中小企業府外

（東京都）京都府京都市伏見区竹田中川原町377 代表取締役社長 馬田明
東邦薬品株式会社0000016671 646-1211 大企業府外 （部長 門田禎之）

（大阪府）京都府京都市 北区紫野 花ノ坊町９番地の５ 代表取締役社長 吉田逸郎
東和薬品株式会社0000016706 463-0298 大企業府外 （所長 須藤英治）

京都府南丹市園部町新町37 代表 十倉健吉
十倉計治郎商店0000012002 0771-62-4388 中小企業市外

（東京都）京都府京都市 南区上鳥羽 火打形町259 代表取締役 深尾定男
株式会社巴商会0000018123 691-7990 中小企業府外

（所長 山越錠司）

大阪府大阪市中央区内本町１丁目1番6号 内本町Ｂ＆Ｍビル6階 代表社長 帳立杰
合同会社中村商事0000020509 06-4792-7598 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区吉祥院新田弐の段町19の2 代表取締役 菅野秀夫
南海化学株式会社0000003194 681-2406 中小企業府外 （営業部長 柴田裕樹）

大阪府大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 代表取締役 一橋俊司
ハクゾウメディカル株式会社0000008350 06-6942-0451 中小企業府外

広島県広島市安佐南区緑井一丁目5番1号 代表取締役 梶間央士
バイオ燃料技研工業株式会社0000022363 082-879-6304 中小企業府外

大阪府大阪市福島区鷺洲４丁目6番26号 代表取締役 馬場俊和
株式会社馬場酸素0000016701 06-6451-5552 中小企業府外

大阪府大阪市 住之江区南港北 １丁目7番89号 取締役社長 三野禎男
日立造船株式会社0000005781 06-6569-0001 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市港区弁天1丁目2番1号 代表取締役 川原芳博
富士フイルムメディカル株式会社0000010042 06-6396-5102 大企業府外 （支社長 古江幸三）
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（大阪府）京都府京都市 伏見区深草 加賀屋敷町8-1 代表取締役 徳永大輔
株式会社星医療酸器関西0000017256 646-1770 中小企業府外

（所長 片桐洋介）

東京都中央区八重洲二丁目7番15号 代表取締役社長 今川国明
株式会社メディセオ0000008084 075-803-1845 中小企業府外

大阪府寝屋川市木田元宮１丁目18番5号 代表取締役 竹本則彦
株式会社メディテイク0000010230 072-825-7300 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区麩屋町通三条下ル白壁町432 代表取締役 森田晴夫
株式会社モリタ0000013895 241-3131 大企業府外 （支店長 中村泰昌）

大阪府大阪市中央区博労町１丁目2番8号 代表取締役 木下和明
株式会社葯信社0000000283 06-6262-3113 中小企業府外

大阪府茨木市彩都あさぎ７丁目７番１８号 彩都バイオヒルズセンター 代表取締役社長 廣岡祥弘
八洲薬品株式会社0000016649 072-640-1260 中小企業府外

奈良県橿原市北八木町１丁目6番16号 代表取締役 和田英徳
大和中央製薬株式会社0000018233 0744-22-2043 中小企業府外

京都府宇治市伊勢田町若林57番地1 代表取締役 山形繁
山福油化株式会社0000004288 0774-43-3554 中小企業市外

兵庫県明石市二見町東二見948-1 代表取締役 木村晋也
株式会社Life Innovation Japan0000022887 050-5363-3915 中小企業府外
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大阪府大阪市東淀川区西淡路１丁目1番32号 新大阪アーズビル 代表取締役 中尾万里
赤沢産業株式会社0000005445 06-6990-1250 中小企業府外

三重県名張市赤目町相楽619番地の1 代表取締役 池之上拓也
株式会社アクト0000023395 0595-63-8261 中小企業府外

京都府宇治市槙島町落合121番地の2 代表取締役社長 鈴木良平
株式会社アテスト0000004250 0774-21-2170 中小企業市外

（東京都）京都府京都市伏見区中島北ノ口町25番地 代表取締役 福神雄介
アルフレッサ株式会社0000000768 623-5201 大企業府外 （関西営業本部京滋営業部長 矢頭明）

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原3丁目3番31号 代表取締役社長 石垣真
石垣メンテナンス株式会社0000005546 06-6350-0171 中小企業府外 （支店長 東良史）

東京都千代田区永田町2丁目14番2号 代表取締役社長 本郷義昭
伊藤忠マシンテクノス株式会社0000007143 03-3506-3511 大企業府外

大阪府大阪市淀川区西中島3丁目9番13号 代表取締役 北村正道
岩谷化学工業株式会社0000010579 06-6886-6651 中小企業府外

株式会社ウォーターエージェンシ （東京都）大阪府吹田市広芝町10番28号 代表取締役社長 榊原秀明
0000007412 06-6386-9701 大企業府外

（営業所長 深水正孝）ー

（東京都）大阪府大阪市西区新町二丁目20番6号 代表取締役 早坂克浩
株式会社ウォーターテック0000006322 06-7653-8941 中小企業府外 （支店長 西川 祐）

（東京都）大阪府大阪市中央区久太郎町４丁目1-3 代表取締役 宇津憲一
宇津商事株式会社0000009299 06-6253-2011 中小企業府外 （支店長 居原多賀雄）

（福井県）京都府八幡市下奈良 名越15番1 代表取締役 中村顕
宇野酸素株式会社0000017452 972-3761 中小企業府外 （所長 河部勇二）

大阪府大阪市中央区備後町2丁目4番6号 コッカビル２階 取締役社長 浦野英孝
浦野株式会社0000008860 06-6222-7281 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区平野町3丁目2番13号 平野町中央ビル 代表取締役 吉田俊範
荏原実業株式会社0000006001 06-6231-3171 大企業府外

（支社長 菊池桂司）

大阪府大阪市 中央区内平野町 ３丁目3番2号 代表取締役 坂口敦
恵美須薬品化工株式会社0000018155 06-6941-8287 中小企業府外

兵庫県豊岡市神美台157番76 代表取締役 鈴木寛
ＯＥＳアクアフオーコ株式会社0000014588 0796-29-5210 中小企業府外

兵庫県尼崎市長洲中通1丁目1番1号 取締役社長 中山尚啓
大阪鋼灰株式会社0000011763 06-6401-3766 中小企業府外

大阪府箕面市稲五丁目13番10号 代表取締役 矢野貴光
大阪薬研株式会社0000014569 072-726-1151 中小企業府外

大阪府大阪市中央区平野町四丁目六番四号 取締役社長 鳥生啓治
大鳥産業株式会社0000008996 06-6231-2925 中小企業府外

大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町1丁37 代表取締役 岡畑芳樹
株式会社岡畑0000014699 072-262-8022 中小企業府外

大阪府大阪市鶴見区茨田大宮３20-6 代表取締役 落合正彦
落合ＥＮＧ機設株式会社0000021997 06-6913-1200 中小企業府外
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大阪府大阪市西区京町堀3丁目2番7号 代表取締役 嶋田誠
要薬品株式会社0000008978 06-6445-0444 中小企業府外

（兵庫県）大阪府大阪市北区曽根崎2丁目12番7号 代表取締役 高来悟
川重商事株式会社0000005420 06-6360-3151 大企業府外

（工事統括部長 松田智行）

（東京都）大阪府大阪市城東区成育１丁目6番26号 代表取締役 小川尚
株式会社カンツール0000009174 06-7711-3470 中小企業府外 （所長 保坂澄）

大阪府大阪市西区京町堀1丁目12番30号 代表取締役 渡辺勇人
株式会社関薬0000010314 06-6443-2361 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区瓦町４丁目５番９号 代表取締役 鷲尾修司
株式会社ガスネット0000000233 06-6204-5055 中小企業府外 （吉村和也）

大阪府大阪市西区京町堀3丁目3番11号 代表取締役 三木辰造
北作商事株式会社0000023629 06-6443-5771 中小企業府外

京都府向日市森本町高田31番地 代表取締役 高橋信吾
株式会社京都衛生開発公社0000004137 075-921-6202 中小企業市外

京都府向日市物集女町南条60番地の1 代表取締役 村上喜代博
株式会社京都科学機器0000020780 075-933-7663 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原4丁目3番7号 ＭＰＲ新大阪ビル 代表取締役 吉村俊治
共和化工株式会社0000005558 06-6150-2211 中小企業府外 （支店長 河野吉治）

（東京都）大阪府大阪市北区野崎町7番8号 梅田パークビル 代表取締役 田中義一
株式会社共和電業0000005868 06-6315-6761 大企業府外 （所長 池田雄司）

東京都品川区西五反田七丁目25番19号 代表取締役 橋本正明
共和メンテナンス株式会社0000023102 03-3494-1337 中小企業府外

大阪府大阪市西淀川区歌島２丁目1番12号 代表取締役 望田昭博
近畿環境サービス株式会社0000000208 06-4808-3222 中小企業府外

クボタ環境エンジニアリング株式 （東京都）兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 代表取締役 中河浩一
0000005513 06-6470-5921 中小企業府外

（支社長 加藤佳行）会社

（大阪府）大阪府寝屋川市下木田町14番41号 代表取締役 藤田晴哉
倉敷紡績株式会社0000006282 072-820-7511 大企業府外

（エンジニアリング部長 磯部将典）

（東京都）大阪府大阪市港区石田3丁目3-16 代表取締役 今村太
コーヨー株式会社0000020774 06-6571-8981 中小企業府外 （所長 吉田将章）

（大阪府）京都府八幡市下奈良野神24-1 代表取締役社長 川崎義徳
光伸株式会社0000004204 075-981-9801 中小企業府外 （所長 野崎純一）

コスメテックスローランド株式会 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル13階 代表取締役 松田幸助
0000022664 03-3585-9301 中小企業府外社

（福岡県）大阪府枚方市尊延寺6丁目31番6-105号 代表取締役社長 坂本博志
西戸崎興産株式会社0000006958 072-897-1617 中小企業府外 （所長 東村憲和）

京都府宇治市槇島町中川原146番地7 代表取締役 長谷川一宇
サン工建株式会社0000020555 0774-24-7776 中小企業市外

大阪府大阪市西区新町１丁目１０番２号 代表取締役 里井和行
三恒商事株式会社0000014009 06-6538-0571 中小企業府外
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京都府長岡京市勝竜寺西川原田1-2 代表取締役 川島利紀
株式会社サンセー0000004695 951-6594 中小企業市外

（東京都）大阪府吹田市江坂町1丁目23番43号 代表取締役社長 高瀬哲哉
三葉化工株式会社0000000433 06-6280-0221 中小企業府外

（所長 田中豪一）

（東京都）大阪府大阪市中央区高麗橋4-5-2 高麗橋ウエストビル5階 代表取締役 島田知晃
株式会社シマダ0000018549 06-6201-0567 中小企業府外 （支店長 池田和人）

大阪府交野市幾野6丁目33番2号 代表取締役 嶋田健一
島田化成株式会社0000008183 072-891-7431 中小企業府外

兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目4番78号 取締役社長 佐藤幹雄
株式会社神鋼環境ソリューション0000005236 078-241-7512 大企業府外

兵庫県神戸市中央区磯上通2丁目2番21号 代表取締役 小武海陽
神鋼環境メンテナンス株式会社0000007209 078-261-7940 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区平野町２丁目3番7号 取締役社長 長見善博
ジーエルサイエンス株式会社0000016750 06-6220-0500 大企業府外

（支店長 牧重明）

（神奈川県）大阪府大阪市淀川区宮原一丁目1番1号 代表取締役社長 大下元
ＪＦＥエンジニアリング株式会社0000005607 06-6398-5190 大企業府外

（支店長 川畑康浩）

（東京都）大阪府大阪市中央区今橋４丁目4番7号 代表取締役 久本博之
十全株式会社0000023231 06-6202-7191 中小企業府外 （支店長 星野泰男）

（東京都）大阪府吹田市江坂町１丁目23番26号 代表取締役 古川徹
水道機工株式会社0000005049 06-6821-3505 中小企業府外 （支店長 上村剛弘）

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番5号 辰野新大阪ビル 代表取締役社長 中川哲志
水ｉｎｇ株式会社0000023653 06-4862-7400 大企業府外 （支店長 青木宣雄）

住友重機械エンバイロメント株式 （東京都）大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 代表取締役社長 永井貴徳
0000005129 06-7635-3681 大企業府外 （支店長 井本秀樹）会社

大阪府大阪市中央区道修町1丁目3番4号 代表取締役 紀平茂男
正和商事株式会社0000009788 06-6203-4541 中小企業府外

大阪府大阪市中央区道修町１丁目6番7号 代表取締役社長 尾山洋二
曽我株式会社0000008108 06-6231-3831 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市伏見区下鳥羽浄春ヶ前町126番地 代表取締役社長 山本博
株式会社ソルト関西0000013058 605-6099 中小企業府外 （支店長 景山哲信）

大阪府大阪市中央区島之内1丁目10番12号 代表取締役 中村信男
タキヤ株式会社0000015696 06-6253-0331 中小企業府外

（東京都）兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号 代表取締役社長 辻一徳
株式会社タクマテクノス0000014186 06-6487-4810 大企業府外 （支社長 上村直也）

株式会社タケミ・コーポレーショ 大阪府堺市西区山田２丁191番地1 代表取締役 廣瀬丈巳
0000016828 072-294-9801 中小企業府外ン

大阪府大阪市西成区北津守4丁目4番21号 代表取締役社長 多和田悦子
巽合成化学株式会社0000009042 06-6561-8812 中小企業府外

岡山県岡山市南区藤田338番地の31 代表取締役 谷口隼人
谷口商会株式会社0000011964 086-296-5906 中小企業府外
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内容別名簿（物品関係）市外
0015 薬品・塗料・燃料
0002 化学工業薬品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

和歌山県和歌山市手平三丁目8番43号 代表取締役 堀井孝一
株式会社大黒0000013486 073-431-0316 中小企業府外

大阪府大阪市大正区平尾一丁目1番17号 代表取締役 高松克行
株式会社大同井本エナジー0000022513 06-6555-1296 中小企業府外

大阪府高槻市芝生町２丁目65番25号 代表取締役 磯部範和
大日化工株式会社0000020709 072-678-2621 中小企業府外

（北海道）兵庫県神戸市中央区中山手通5丁目1-1 代表取締役 大森康弘
株式会社データベース0000009862 078-361-0227 大企業府外 （支店長 南保和朋）

大阪府大阪市淀川区田川北一丁目12番11号 代表取締役 細谷一彦
株式会社トーケミ0000005562 06-6301-5627 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 代表取締役 河野祐一
東西化学産業株式会社0000000665 06-6947-3717 大企業府外 （支店長 前田明）

（福井県）京都府京都市下京区東堀川通下魚の棚下る鎌屋町39-1 代表取締役 酒井貞美
轟産業株式会社0000018780 361-4291 大企業府外

（取締役支店長 三井政敏）

（東京都）京都府京都市 南区上鳥羽 火打形町259 代表取締役 深尾定男
株式会社巴商会0000018123 691-7990 中小企業府外

（所長 山越錠司）

大阪府大阪市中央区内本町１丁目1番6号 内本町Ｂ＆Ｍビル6階 代表社長 帳立杰
合同会社中村商事0000020509 06-4792-7598 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区吉祥院新田弐の段町19の2 代表取締役 菅野秀夫
南海化学株式会社0000003194 681-2406 中小企業府外 （営業部長 柴田裕樹）

（東京都）大阪府箕面市船場東三丁目4番17号 代表取締役 西原幸志
株式会社西原環境0000007008 072-710-7750 大企業府外 （支店長 森元裕）

（神奈川県）大阪府堺市中区伏尾4 代表取締役 黒田和久
日水産業株式会社0000016290 072-278-5521 中小企業府外 （所長 竹田強）

兵庫県西宮市今津山中町10番22号 代表取締役 堀田浩司
日本化成株式会社0000004381 0798-38-2787 中小企業府外

（神奈川県）大阪府大阪市中央区内本町1丁目3-5 代表取締役 齋藤安弘
日本原料株式会社0000005174 06-6941-5555 中小企業府外

（支店長 瀬田和俊）

（東京都）京都府京都市南区久世殿城町600番地の1 代表取締役 泉雅彦
株式会社日本サーモエナー0000001376 935-2541 大企業府外 （支店長 武内大介）

大阪府大阪市北区菅原町8番14号 代表取締役 川西昌史
日本水処理工業株式会社0000013818 06-6363-5330 大企業府外

日本メンテナスエンジニヤリング （大阪府）京都府乙訓郡 大山崎町字大山崎 小字鏡田10番地9 代表取締役社長 田伏重成
0000006742 075-959-0701 中小企業府外 （支店長 石田定雄）株式会社

和歌山県和歌山市小雑賀３丁目8-3 代表取締役 影山均
株式会社浜野商店0000022905 073-488-3302 中小企業府外

大阪府大阪市中央区南船場４丁目11番28号 代表取締役社長 朝倉悟
林六株式会社0000008202 06-6262-3906 大企業府外

広島県広島市安佐南区緑井一丁目5番1号 代表取締役 梶間央士
バイオ燃料技研工業株式会社0000022363 082-879-6304 中小企業府外
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兵庫県加古川市神野町神野155‐1 代表取締役 織田貴洋
播水工業株式会社0000007257 079-438-0275 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目5番30号 代表取締役 奥井孝之
光が丘興産株式会社0000023160 06-6243-2401 中小企業府外

（執行役員支店長 石突寿啓）

大阪府大阪市 住之江区南港北 １丁目7番89号 取締役社長 三野禎男
日立造船株式会社0000005781 06-6569-0001 大企業府外

兵庫県姫路市広畑区正門通４丁目10-8 代表取締役 石井哲人
株式会社兵庫分析センター0000020256 079-236-9446 中小企業府外

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地 代表取締役 村田弘司
株式会社日吉0000008351 0748-32-5111 中小企業府外

株式会社フィフティ・ヴィジョナ 千葉県千葉市中央区浜野町1216-64 代表取締役 伍正仁
0000022881 043-305-1865 中小企業府外リー

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外

（所長 水谷博喜）

（東京都）大阪府大阪市港区弁天１丁目2番1号 大阪ベイタワーオフィス16階 代表取締役 藤本孝雄
フジオックス株式会社0000009622 06-6577-6174 中小企業府外

（所長 橋本貞）

奈良県大和高田市大中16番地4 竹村ビル5階 代表取締役 虎走恵介
株式会社文政0000021582 0745-23-7775 中小企業府外

（愛知県）京都府京都市中京区壬生坊城町33番地 代表取締役 大橋利浩
丸石テクノ株式会社0000010511 812-1199 中小企業府外 （営業所長 中江幸弘）

（東京都）大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル 代表取締役 石川俊之
メタウォーターサービス株式会社0000005092 06-7709-9512 大企業府外 （部長 鬼頭伸郎）

東京都中央区八重洲二丁目7番15号 代表取締役社長 今川国明
株式会社メディセオ0000008084 075-803-1845 中小企業府外

大阪府大阪市中央区博労町１丁目2番8号 代表取締役 木下和明
株式会社葯信社0000000283 06-6262-3113 中小企業府外

大阪府茨木市彩都あさぎ７丁目７番１８号 彩都バイオヒルズセンター 代表取締役社長 廣岡祥弘
八洲薬品株式会社0000016649 072-640-1260 中小企業府外

奈良県橿原市北八木町１丁目6番16号 代表取締役 和田英徳
大和中央製薬株式会社0000018233 0744-22-2043 中小企業府外

京都府宇治市伊勢田町若林57番地1 代表取締役 山形繁
山福油化株式会社0000004288 0774-43-3554 中小企業市外

大阪府大阪市中央区北久宝寺町二丁目1-7 本町和光ビル内 代表取締役 吉川尚人
吉川商事株式会社0000000279 06-6261-6767 中小企業府外

滋賀県大津市黒津 ３丁目13-47 代表取締役 吉川靜雄
有限会社ヨシカワ商事0000010234 077-536-2025 中小企業府外
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代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（滋賀県）京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町11 代表取締役 増本敏幸
株式会社アヤハディオ0000023600 326-6700 大企業府外

（店長 鍵本純一）

京都府南丹市美山町静原垣内10番地1 梶原眞
梶原商店0000011885 0771-75-0002 中小企業市外

（兵庫県）大阪府大阪市北区曽根崎2丁目12番7号 代表取締役 高来悟
川重商事株式会社0000005420 06-6360-3151 大企業府外 （工事統括部長 松田智行）

（愛知県）大阪府東大阪市横小路町６丁目10番4号 代表取締役 新美政衛
株式会社キクテック0000006497 072-987-2241 中小企業府外 （支店長 落合鉄也）

東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 代表取締役 川村卓也
株式会社木下抗菌サービス0000023103 03-5908-2389 中小企業府外

京都府宮津市字鶴賀2070番地の1 代表取締役 今井一雄
株式会社三洋商事0000023153 0772-22-4333 中小企業市外

（福井県）京都府京都市下京区東堀川通下魚の棚下る鎌屋町39-1 代表取締役 酒井貞美
轟産業株式会社0000018780 361-4291 大企業府外

（取締役支店長 三井政敏）

（東京都）大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目5番30号 代表取締役 奥井孝之
光が丘興産株式会社0000023160 06-6243-2401 中小企業府外

（執行役員支店長 石突寿啓）

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

（東京都）大阪府大阪市北区本庄西二丁目21番4号 代表取締役社長 宮部金彦
株式会社保安サプライ0000023630 06-6372-9070 中小企業府外 （支社長 久木卓）

東京都中央区八重洲二丁目7番15号 代表取締役社長 今川国明
株式会社メディセオ0000008084 075-803-1845 中小企業府外
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（愛媛県）京都府京都市北区上賀茂中ノ坂町コーポ池田201 代表取締役 白石邦宏
朝日エナジー有限会社0000023111 090-8282-7881 中小企業府外

（所長 白石裕騎）

（滋賀県）京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町11 代表取締役 増本敏幸
株式会社アヤハディオ0000023600 326-6700 大企業府外

（店長 鍵本純一）

兵庫県伊丹市中央５丁目5番10号 代表取締役 北嶋太郎
伊丹産業株式会社0000016732 072-783-0001 中小企業府外

東京都千代田区永田町2丁目14番2号 代表取締役社長 本郷義昭
伊藤忠マシンテクノス株式会社0000007143 03-3506-3511 大企業府外

大阪府大阪市淀川区西中島3丁目9番13号 代表取締役 北村正道
岩谷化学工業株式会社0000010579 06-6886-6651 中小企業府外

兵庫県尼崎市若王寺3丁目19番12号 代表取締役 生地寛行
イワタニファインガス株式会社0000006547 06-6498-4161 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市淀川区塚本三丁目4番4号 代表取締役 河野祐士
株式会社宇佐美エナジー0000022286 06-6304-3711 中小企業府外

（副支店長 進藤幸久）

（福井県）京都府八幡市下奈良 名越15番1 代表取締役 中村顕
宇野酸素株式会社0000017452 972-3761 中小企業府外

（所長 河部勇二）

（東京都）大阪府大阪市北区中津5丁目4番10号 代表取締役社長 秋田進
ＮＸ商事株式会社0000013839 06-6451-6781 大企業府外 （支店長 早瀬彰哉）

滋賀県近江八幡市出町293番地 代表取締役 尾賀健太朗
株式会社尾賀亀0000018755 0748-33-3101 中小企業府外

（兵庫県）大阪府大阪市北区曽根崎2丁目12番7号 代表取締役 高来悟
川重商事株式会社0000005420 06-6360-3151 大企業府外 （工事統括部長 松田智行）

（大阪府）兵庫県尼崎市下坂部３丁目9番1号 代表取締役 森川正興
関西ヂーゼル株式会社0000015872 06-6497-1932 中小企業府外 （センター長 岸本英樹）

大阪府大阪市中央区備後町３丁目6番2号 代表取締役社長 中島宏
株式会社関電パワーテック0000022593 06-4705-8636 大企業府外

（京都府）京都府京都市左京区岩倉忠在地町218 代表理事組合長 田村義明
京都中央農業協同組合0000019975 711-3051 中小企業市外

（部長 吉田太）

大阪府大阪市中央区本町橋6番22号 代表取締役 草野和弘
草野産業株式会社0000005062 06-6944-1213 中小企業府外

（東京都）東京都中央区八重洲二丁目10番3号 代表取締役社長 南正人
国際興業株式会社0000023132 03-3273-4045 中小企業府外 （常務執行役員商事部長 渡邉益貴）

大阪府大阪市淀川区新高４丁目4番10号 代表取締役 岡持弘幸
三徳エネルギー株式会社0000009516 06-6394-1551 中小企業府外

京都府宮津市字鶴賀2070番地の1 代表取締役 今井一雄
株式会社三洋商事0000023153 0772-22-4333 中小企業市外

大阪府大阪市淀川区西中島2丁目11番30号 ヤマオキビル 代表取締役 鴻野友次郎
株式会社シェル石油大阪発売所0000001428 06-6300-3211 大企業府外

滋賀県大津市竜が丘1番12号 取締役社長 芝野哲郎
滋賀石油株式会社0000011957 077-524-3631 大企業府外
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大阪府堺市 中区陶器北244番地の5 代表取締役 矢野秀和
シューワ株式会社0000019673 072-236-8846 中小企業府外

（福岡県）大阪府吹田市豊津町10番34号 代表取締役 出光泰典
株式会社新出光0000016692 06-6190-7361 大企業府外

（支店長 中村聡）

（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外 （所長 猿橋生久）

京都府舞鶴市宇堀上40番地の1 代表取締役 細川典男
丹和米油株式会社0000023183 0773-75-4111 中小企業市外

（愛知県）兵庫県明石市二見町南二見21-6 代表取締役 柱秀貴
株式会社ダイセキ0000018791 078-949-1180 大企業府外 （所長 天野浩二）

大阪府大阪市大正区平尾一丁目1番17号 代表取締役 高松克行
株式会社大同井本エナジー0000022513 06-6555-1296 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区伏見町四丁目3番9号 代表取締役社長 下嶽幹昌
トーヨーエナジー株式会社0000018396 06-6201-0948 中小企業府外

（関西支店副支店長 林田徹）

株式会社トーヨー養父バイオエネ 兵庫県養父市大薮１１５３番地３ 代表取締役 岡田吉充
0000022898 079-666-8104 中小企業府外ルギー

東京電力エナジーパートナー株式 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号 代表取締役 秋本展秀
0000022021 03-6373-1111 大企業府外会社

（福井県）京都府京都市下京区東堀川通下魚の棚下る鎌屋町39-1 代表取締役 酒井貞美
轟産業株式会社0000018780 361-4291 大企業府外 （取締役支店長 三井政敏）

愛知県名古屋市港区潮見町37番地23 代表取締役 中川秀信
中川物産株式会社0000010012 052-612-1711 中小企業府外

（大阪府）京都府宇治市宇治樋ノ尻60番地 代表取締役 竹本克哉
西日本イワタニガス株式会社0000008441 0774-20-1010 大企業府外 （所長 植野公博）

（東京都）京都府京都市伏見区横大路西海道9-3 代表社員 職務執行者 本田博人
日本キャタピラー合同会社0000008446 602-9591 大企業府外

（京都営業所長 徳永明敬）

（大阪府）兵庫県尼崎市大庄川田町74番地 取締役社長 藤原彰
株式会社阪急阪神エムテック0000009057 06-6419-7143 大企業府外

（営業部長 鈴鹿隆英）

広島県広島市安佐南区緑井一丁目5番1号 代表取締役 梶間央士
バイオ燃料技研工業株式会社0000022363 082-879-6304 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目5番30号 代表取締役 奥井孝之
光が丘興産株式会社0000023160 06-6243-2401 中小企業府外 （執行役員支店長 石突寿啓）

（東京都）大阪府大阪市港区弁天１丁目2番1号 大阪ベイタワーオフィス16階 代表取締役 藤本孝雄
フジオックス株式会社0000009622 06-6577-6174 中小企業府外 （所長 橋本貞）

（東京都）大阪府八尾市空港 ２丁目12 代表取締役 南友和
マイナミ空港サービス株式会社0000020729 072-922-7223 中小企業府外 （航空燃料，潤滑油販売部担当部長 大森章憲）

東京都千代田区大手町一丁目4番2号 代表取締役 須田彰
丸紅新電力株式会社0000016023 03-3282-4788 中小企業府外

（福井県）京都府京都市 中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 京都御池第一生命ビル2 代表取締役社長 三谷 聡
三谷商事株式会社0000018814 343-0322 大企業府外 階 （所長 岡崎俊明）
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0015 薬品・塗料・燃料
0004 燃料・油脂
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（東京都）大阪府大阪市 北区堂島浜 ２丁目2番8号 代表取締役 南浩一
三菱商事エネルギー株式会社0000017382 06-7670-2570 大企業府外

（関西支店長 深川剛）

大阪府大阪市中央区難波二丁目2番3号 代表取締役社長 石原浩一郎
ミディ総合管理株式会社0000011752 06-7633-8300 大企業府外

株式会社メディカルウェイストシ 滋賀県栗東市手原三丁目10番11号 代表取締役 貝原束
0000012764 077-551-6180 中小企業府外ステム

東京都中央区八重洲二丁目7番15号 代表取締役社長 今川国明
株式会社メディセオ0000008084 075-803-1845 中小企業府外

京都府久世郡久御山町森中内54-2 代表取締役 三好悟
山川株式会社0000001646 075-631-3000 中小企業市外

京都府宇治市伊勢田町若林57番地1 代表取締役 山形繁
山福油化株式会社0000004288 0774-43-3554 中小企業市外
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東京都渋谷区神宮前五丁目2番8号 代表取締役 杉村総一郎
アートファクトリー玄株式会社0000009104 03-3407-9175 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391 第10長谷ビル4F 代表取締役 谷口彰
アインズ株式会社0000001659 353-7383 中小企業府外

（所長 藤澤成倫）

大阪府茨木市十日市町9-8 代表取締役 青井哲也
株式会社青井黒板製作所0000006026 078-974-1670 中小企業府外

大阪府大阪市中央区谷町7丁目5番1号 代表取締役 伊丹修司
アサミ情報システム株式会社0000000595 06-6762-0051 中小企業府外

大阪府大阪市北区東天満2丁目7番12号 代表取締役 大嶋雄三
株式会社アステム0000008981 06-6242-6681 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区生玉町3番10号 取締役社長 杉本昌弘
株式会社アド近鉄0000005540 06-6774-5400 中小企業府外

神奈川県鎌倉市大船2丁目14番13号 代表取締役 毛藤国彦
株式会社アボック社0000012816 0467-45-5119 中小企業府外

（岐阜県）大阪府大阪市淀川区宮原5丁目1番28号 新大阪八千代ビル別館5FA号 取締役社長 井上和也
アルナ輸送機用品株式会社0000010257 06-6397-0701 中小企業府外

（所長 大八木利彦）

大阪府大阪市西区千代崎１丁目13番13号 代表取締役 石神利一
有限会社石神木工0000016730 06-6583-3794 中小企業府外

大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビル4階 代表取締役 古澤みちよ
株式会社Ngrowing0000018367 06-6453-5757 中小企業府外

滋賀県大津市鏡が浜6番23号 代表取締役 鈴木良治
有限会社オーミ交安施設0000015842 077-522-1169 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-3-5 本町サミットビル5F 代表取締役 安永圭佑
川上産業株式会社0000022610 06-6245-2851 中小企業府外 （所長 神本恵介）

大阪府大阪市北区西天満5丁目14番10号 代表取締役社長 時政幸雄
関電サービス株式会社0000013017 06-6365-1100 大企業府外

大阪府高槻市芝生町２丁目52番10号 代表取締役 阿部陽
株式会社カンプリ0000015709 072-679-4300 中小企業府外

（愛知県）大阪府東大阪市横小路町６丁目10番4号 代表取締役 新美政衛
株式会社キクテック0000006497 072-987-2241 中小企業府外 （支店長 落合鉄也）

キヤノンマーケティングジャパン （東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目 2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役 足立正親
0000023638 06-7739-2047 大企業府外 ト （支店長 北岡康人）株式会社

福岡県福岡市中央区天神一丁目4-2 代表取締役 山岡武海
株式会社ＱＴｍｅｄｉａ0000023411 092-726-2805 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町637 第五長谷ビル3階 代表取締役社長 清水勇宏
株式会社近宣0000001517 341-1538 中小企業府外 （支社長 田中武志）

大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目3番10号 代表取締役 水田良司
株式会社クラフト0000018019 06-6621-0089 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区本町2丁目1番6号 代表取締役 倉本朝晴
株式会社倉本産業0000000372 06-6734-3110 中小企業府外 （支店長 森田克正）
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大阪府大阪市北区天満橋3丁目4番37号 代表取締役 梅垣裕之
株式会社グリーンアート0000022013 06-6355-6770 中小企業府外

（福岡県）京都府京都市伏見区竹田田中殿町75番地 代表取締役 久保孝二
株式会社グリーンクロス0000018278 605-3171 大企業府外

（支社長 高村尚宏）

（大阪府）京都府京都市中京区天神山町280番地 石勘ビル5F-18 取締役社長 中妻裕司
株式会社京阪エージェンシー0000000201 708-5775 中小企業府外 （所長 原園浩明）

大阪府寝屋川市高宮栄町11番10号 代表取締役 長元良二
株式会社京阪工技社0000009016 06-6951-5803 中小企業府外

京都府亀岡市追分町大堀71番地 代表取締役 石川直史
有限会社ゲームアンドチャイルド0000021631 0771-25-1557 中小企業市外

（静岡県）大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル 代表取締役 廣瀬仁士
コイト電工株式会社0000005423 06-6367-2400 中小企業府外 （支店長 中川修）

愛知県名古屋市西区花の木1-8-16 代表社員 松本昌樹
合資会社小高電友社0000018282 052-531-8211 中小企業府外

（東京都）京都府京都市山科区椥辻中在家町8-1 シード山科中央ビル4Ｆ 代表取締役 深澤幸郎
株式会社コトブキ0000001726 582-8335 中小企業府外

（所長 荻田太郎）

（愛知県）大阪府東大阪市弥生町4番29 代表取締役 小澤賢記
ゴールドキング株式会社0000008134 0729-85-7491 中小企業府外 （所長 榊原剛）

神奈川県横浜市 都筑区北山田 ２丁目2-2 代表取締役 阪本英治
サンエス技研株式会社0000020508 045-595-2201 中小企業府外

広島県広島市 西区楠木町 １丁目2‐5 代表取締役 大多和康顕
山陽マーク株式会社0000017444 082-503-8899 中小企業府外

京都府長岡京市神足 雲宮5番地の1 代表取締役 塩見和彦
株式会社塩見商店0000018137 953-3001 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市 淀川区三国本町 二丁目1番3号 代表取締役社長 戸塚隆
株式会社新陽社0000005464 06-6394-9901 中小企業府外

（支店長 増田裕）

株式会社ジェイアール東海エージ （東京都）京都府京都市 南区西九条小寺町7-7 代表取締役社長 厚地純夫
0000022692 606-2466 大企業府外

（京都支社長 上ノ町清）ェンシー

東京都渋谷区宇田川町2番1号 渋谷ホームズ６０３号 代表取締役 井口哲朗
ＪＳＣ株式会社0000021842 03-5456-1348 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外 （所長 猿橋生久）

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場4-12-12 ニッセイ心斎橋ウエスト7階 代表取締役 田代剛
株式会社セレスポ0000008941 06-6258-0050 大企業府外 （支店長 小林哲也）

大阪府大阪市中央区北浜1-5-8 代表取締役 馬場雅也
株式会社宣成社0000015324 06-6222-6888 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西中島6丁目9番27号 代表取締役 安土又也
ソイル工業株式会社0000023634 06-6309-8881 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区寺田町1丁目1番2号 代表取締役 矢野幸吉
株式会社タイキ0000006191 06-6779-9001 中小企業府外
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大阪府大阪市中央区島之内1丁目10番12号 代表取締役 中村信男
タキヤ株式会社0000015696 06-6253-0331 中小企業府外

京都府城陽市観音堂甲畑63 代表取締役 武田浩志
タケダ印刷株式会社0000018967 0774-53-3643 中小企業市外

大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 代表取締役 落合寛司
株式会社大広0000008172 06-7174-8111 大企業府外

（香川県）大阪府東大阪市吉原1丁目7番17号 代表取締役 渡辺圭一郎
大東産業株式会社0000006428 072-963-2970 中小企業府外 （支店長 森幹彦）

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

（大阪府）京都府京都市上京区河原町通丸太町上ル桝屋町354番地2 代表取締役 稲垣雅史
大毎広告株式会社0000009555 320-4220 中小企業府外 （支社長 上山均）

（東京都）京都府京都市南区上鳥羽菅田町33 代表取締役 大木信夫
株式会社椿や0000022859 634-9296 中小企業府外

（取締役 松尾尚）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

大阪府大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 大手前センタービル１０階 代表取締役 恩田宏紀
株式会社テーク・ワン0000023380 06-6944-7577 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区木川東4丁目8番33号 代表取締役社長 池澤嘉悟
ＴＳＰ太陽株式会社0000006098 06-6306-3150 大企業府外 （大阪支店長 杉本裕紀）

（大阪府）京都府京都市南区吉祥院西の庄西中町41番地3 代表取締役社長 西隆之
ＴＳＰ西日本株式会社0000009064 315-5224 中小企業府外 （営業所長 田中秀明）

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

京都府福知山市字前田佳屋野1026番地の1 代表取締役 寺尾誠
天法株式会社0000011786 0773-27-2818 中小企業市外

大阪府吹田市岸部南3丁目6番15号 代表取締役 鶴見芳令
デコラティブシステム株式会社0000009288 06-6318-0600 中小企業府外

（大阪府）大阪府東大阪市高井田中2丁目5番25号 代表取締役 濱谷和也
株式会社電業0000008531 06-6782-3171 中小企業府外 （大阪支店長 星野祐司）

（東京都）京都府京都市下京区二帖半敷町647 オンリー烏丸ビルengawaKYOTO 代表取締役社長執行役員 榑谷典洋
株式会社電通0000008216 366-4946 大企業府外 （関西第1ビジネスプロデュース局長前川隆弘）

兵庫県神戸市中央区元町通六丁目五番八号 代表取締役 檀野修一
株式会社電電広告0000004354 078-351-2345 中小企業府外

株式会社トータルメディア開発研 東京都千代田区紀尾井町3番23号 代表取締役 山村健一郎
0000009579 03-3221-5558 大企業府外究所

大阪府大阪市 東成区中本 ５丁目2番33号 代表取締役 古川常之
株式会社トーテック0000018776 06-6981-5418 中小企業府外

（福井県）京都府京都市下京区東堀川通下魚の棚下る鎌屋町39-1 代表取締役 酒井貞美
轟産業株式会社0000018780 361-4291 大企業府外 （取締役支店長 三井政敏）
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大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番18号 代表取締役 安本知治
株式会社トラフィックス0000023656 06-6445-9230 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区玉津島町294 代表社員 陳妙芬
中哲合同会社0000023655 746-6102 中小企業府外

（支店長 陳妙芬）

大阪府大阪市中央区内本町１丁目1番6号 内本町Ｂ＆Ｍビル6階 代表社長 帳立杰
合同会社中村商事0000020509 06-4792-7598 中小企業府外

千葉県松戸市小山510番地 代表取締役 櫻田正明
株式会社中村製作所0000012890 047-330-1111 大企業府外

愛知県津島市東柳原町５丁目5番地1 代表取締役 長田一郎
長田広告株式会社0000015970 0567-26-5251 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区七条御所ノ内南町103 ワコール京都ビル 代表取締役 瀬川剛
株式会社七彩0000006541 075-778-0587 中小企業府外 （関西支店長 金子法清）

（大阪府）大阪府大阪市 城東区鴫野西 ２丁目6番8号 代表取締役 西尾公志
西尾レントオール株式会社0000010441 06-4258-1240 大企業府外

（部長 細木寿英）

西日本高速道路エンジニアリング 広島県広島市西区西観音町2番1号 代表取締役 石橋彰
0000019296 082-532-1430 中小企業府外中国株式会社

（大阪府）大阪府東大阪市稲田上町1-18-11 代表取締役 前橋清
ニチレイマグネット株式会社0000019921 06-6744-6153 中小企業府外 （営業所長 岡崎淳司）

大阪府大阪市北区万歳町3番7号 代表取締役 田加井徹
株式会社日展0000005675 06-6362-2210 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区本庄西２丁目21番4号 代表取締役社長 田邊昭治
日本リーテック株式会社0000005344 06-6372-7390 大企業府外 （支店長 福田知生）

大阪府大阪市西区江戸堀1丁目4‐23 代表取締役 日根野谷裕一
日本廣告企業株式会社0000008883 06-6441-1991 中小企業府外

大阪府大阪市西区立売堀２丁目1番9号 代表取締役 北山誉至宗
日本サイン株式会社0000005472 06-6533-1033 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西中島３丁目11-24 山よし第11ビル8Ｆ 代表取締役 岡田信二
株式会社ニューコンセプト0000022982 06-6303-1178 中小企業府外

東京都港区台場2丁目3番4号 代表取締役 社長執行役員 榎本修次
株式会社乃村工藝社0000000079 03-5962-1171 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市浪速区難波中２丁目10番70号 代表取締役社長 中川雅寛
株式会社ノムラメディアス0000009607 06-6649-3336 中小企業府外 （事業所長 秋田昌彦）

愛知県名古屋市千種区青柳町5丁目6番地 代表取締役 平林貴
ＨＡＲＶＥＹ株式会社0000021106 052-744-1760 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市伏見区竹田真幡木町53 代表取締役 橋本岩夫
橋本技術株式会社0000017985 601-2345 中小企業府外 （所長 町田輝次）

奈良県奈良市四条大路４丁目２番１５号 代表取締役 岡田和博
株式会社阪奈宣伝社0000018219 0742-93-9365 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 代表取締役 島村秀樹
株式会社パスコ0000007301 257-8930 大企業府外 （支店長 近藤征博）
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（愛知県）大阪府大阪市中央区備後町４丁目2番10号 代表取締役 徳毛孝裕
表示灯株式会社0000016005 06-6202-2611 大企業府外

（支社長 佐々木雅也）

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

滋賀県大津市打出浜3番50号 代表取締役 藤野誠
ビジネスサービス株式会社0000023567 077-525-8078 中小企業府外

大阪府大阪市北区大淀南1丁目10番2号 代表取締役 川村修吾
株式会社ピーエーシーウエスト0000014054 06-6225-8111 中小企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

三重県伊賀市緑ケ丘本町１６７４番地の１ 代表取締役 藤川佳也
株式会社フジカワ0000023121 0595-21-0833 中小企業府外

富士フイルムイメージングシステ 東京都品川区西五反田 ３丁目6番30号 代表取締役 松本考司
0000019511 03-5745-2261 中小企業府外ムズ株式会社

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市中央区内本町1丁目2番13号 代表取締役 小島武也
株式会社武揚堂0000008633 06-6941-4911 中小企業府外 （支店長 宮本賢一）

プレンティグローバルリンクス株 京都府向日市上植野町伴田10番地 代表取締役 田中隆行
0000022654 924-4308 中小企業市外式会社

京都府亀岡市東別院町 小泉 小曽7-23 代表取締役 岡見昇
有限会社プロジェクト岡見0000004062 0771-20-7715 中小企業市外

大阪府泉南市りんくう南浜3番17号 代表取締役 田中住子
平和製罐株式会社0000011881 072-482-0100 中小企業府外

（岐阜県）京都府京都市伏見区深草西浦町1丁目18番地 代表取締役 渡辺勉
株式会社保安企画0000016571 647-3400 中小企業府外

（支店長 粟林清一）

（東京都）大阪府大阪市北区本庄西二丁目21番4号 代表取締役社長 宮部金彦
株式会社保安サプライ0000023630 06-6372-9070 中小企業府外

（支社長 久木卓）

大阪府枚方市春日西町二丁目２７番２８号 代表取締役 野々宮英一郎
豊栄産業株式会社0000023371 072-859-3906 中小企業府外

奈良県大和郡山市横田町595番地の1 代表取締役 北森康史
株式会社ホウワ0000010500 0743-57-8000 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区小橋町4番7号 代表取締役 岡村忠明
株式会社星光0000005506 06-6768-5111 中小企業府外

大阪府羽曳野市恵我之荘三丁目１番１号 代表取締役社長 山本裕
株式会社凡美社0000022900 03-3663-9001 中小企業府外

岐阜県美濃加茂市森山町三丁目12番1号 代表取締役 金指忠久
株式会社マーク0000021996 0574-25-2755 中小企業府外

奈良県奈良市南永井町31の6 代表者 松岡昌彦
松岡特殊資材0000011916 0742-62-0427 中小企業府外
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岐阜県岐阜市則松2丁目12番地1 代表取締役 森下みどり
株式会社丸善グループ0000021037 058-239-9671 中小企業府外

奈良県生駒市高山町4085 代表社員 有山浩司
合同会社満帆実業0000022604 0743-22-9023 中小企業府外

（東京都）京都府京都市 西京区桂 池尻町112番地 代表取締役 松村不二夫
ミドリ安全株式会社0000001837 394-3071 大企業府外 （支店長 島畑雄一郎）

（東京都）大阪府大阪市港区弁天１丁目2番1号 代表取締役 矢倉俊彦
株式会社ムラヤマ0000005787 06-6577-3800 大企業府外 （関西支社長 柳川満久）

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場２丁目4番12号 代表取締役社長 田村博之
ユアサ商事株式会社0000016400 06-6266-4602 大企業府外 （上席執行役員支配人関西支社長 佐古晴彦）

（東京都）大阪府大阪市中央区高津315-2 大阪ビル本館 代表取締役社長 田村公正
株式会社ＵＳＥＮ0000021974 06-6643-8690 中小企業府外 （エンジニアセンター長 上田志朗）

大阪府松原市小川5丁目27番34号 代表取締役 金井豊季
株式会社夢工房0000023657 072-330-9327 中小企業府外

東京都港区六本木６丁目15番21号 ハークス六本木ビル 代表取締役社長 分部至郎
株式会社レイ0000021316 03-5410-3861 大企業府外

（滋賀県）京都府京都市 中京区西ノ京小倉町4-11 取締役 大村崇
有限会社ＬＯＳｗｅｌｌ0000017442 203-0354 中小企業府外 （所長 中川雅貴）
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三重県名張市赤目町相楽619番地の1 代表取締役 池之上拓也
株式会社アクト0000023395 0595-63-8261 中小企業府外

（東京都）京都府京都市右京区山之内池尻町6番地 代表取締役社長 狩野堅太郎
旭コンクリート工業株式会社0000016310 314-0021 中小企業府外

（支社長 澤山勝）

滋賀県大津市伊香立向在地町24番地 代表取締役 東 弘幸
株式会社アズマ0000015249 077-598-8025 中小企業府外

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（鹿児島県）京都府京都市伏見区深草鞍ケ谷12番地の6 代表取締役 松崎秀雄
インフラテック株式会社0000012796 646-2525 中小企業府外 （所長 田和伸一）

（福岡県）大阪府吹田市広芝町10-25 第2池上ビル 代表取締役 川島潤一郎
株式会社エース・ウォーター0000020972 06-6192-9771 中小企業府外 （支店長 大西健司）

京都府城陽市観音堂甲畑2番地の6 代表取締役 山本浩敏
株式会社エコマック0000006315 0774-55-0449 中小企業市外

滋賀県大津市鏡が浜6番23号 代表取締役 鈴木良治
有限会社オーミ交安施設0000015842 077-522-1169 中小企業府外

株式会社大阪オートマティック・ 大阪府大阪市平野区平野北1丁目5番6号 代表取締役 岩城宏和
0000000609 06-6792-0091 中小企業府外サービス

大阪府大阪市 北区堂島 一丁目5番17号 代表取締役 石田光人
株式会社大阪砕石工業所0000008649 06-6485-7501 中小企業府外

（大阪府）大阪府東大阪市長田東3丁目2番7号 代表取締役社長 奥洋彦
奥アンツーカ株式会社0000003321 06-6743-3366 中小企業府外 （支店長 松井欣也）

奈良県香芝市北今市四丁目245番地の1 代表取締役 亀川法生
株式会社カメカワ0000020438 0745-76-4128 中小企業府外

（愛知県）大阪府東大阪市横小路町６丁目10番4号 代表取締役 新美政衛
株式会社キクテック0000006497 072-987-2241 中小企業府外

（支店長 落合鉄也）

京都府向日市森本町高田31番地 代表取締役 高橋信吾
株式会社京都衛生開発公社0000004137 075-921-6202 中小企業市外

（福岡県）京都府京都市伏見区竹田田中殿町75番地 代表取締役 久保孝二
株式会社グリーンクロス0000018278 605-3171 大企業府外 （支社長 高村尚宏）

（大阪府）京都府京都市東山区毘沙門町43-7-207 代表取締役 宮城和光
京阪園芸株式会社0000005524 741-7541 中小企業府外 （所長 麻田卓男）

（東京都）大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目16番29号 代表取締役 中西将之
株式会社コンパンプレイスケープ0000020754 06-6244-0131 中小企業府外 （大阪営業所長 池田健二）

熊本県熊本市東区戸島西５5-57 代表取締役 深水弘一
山王株式会社0000020207 096-214-6850 中小企業府外

（千葉県）京都府宇治市小倉町春日森19番 代表取締役社長 長妻貴嗣
三協フロンテア株式会社0000023447 0774-25-5005 大企業府外 （滋賀エリアマネージャー 中田光彦）

京都府宮津市字鶴賀2070番地の1 代表取締役 今井一雄
株式会社三洋商事0000023153 0772-22-4333 中小企業市外
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兵庫県尼崎市田能六丁目10番1号 代表取締役 楓井進
三和システムウォール株式会社0000008489 06-6499-1756 中小企業府外

（岐阜県）京都府京都市下京区堀之内町272-7 西脇ビル2号館301号室 代表取締役 篠田篤彦
篠田株式会社0000020476 746-5491 中小企業府外

（事務所長 武谷歩）

大阪府大阪市西区新町3丁目13番4号 取締役社長 福原能敬
新興弁栓株式会社0000009534 06-6532-4061 中小企業府外

（東京都）奈良県奈良市針ケ別所町147-1 代表取締役社長 田中正晴
シンレキ工業株式会社0000010389 0743-84-0971 中小企業府外 （所長 小池一弥）

東京都渋谷区宇田川町2番1号 渋谷ホームズ６０３号 代表取締役 井口哲朗
ＪＳＣ株式会社0000021842 03-5456-1348 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区今橋４丁目4番7号 代表取締役 久本博之
十全株式会社0000023231 06-6202-7191 中小企業府外 （支店長 星野泰男）

京都府城陽市中芦原27番地の1 代表取締役 古瀬善啓
株式会社城南工建0000006080 0774-53-3939 中小企業市外

奈良県北葛城郡河合町大字川合490番地 代表取締役 田畑三治
有限会社スケープテクチャー0000021279 0745-56-3107 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区寺田町1丁目1番2号 代表取締役 矢野幸吉
株式会社タイキ0000006191 06-6779-9001 中小企業府外

（福井県）京都府京都市中京区壬生森前町6番地 代表取締役 村松健一
高石機械産業株式会社0000005189 802-0171 中小企業市外 （取締役執行役員社長 國井孝泰）

兵庫県丹波市氷上町賀茂1457番地1 代表取締役 谷水ゆかり
谷水加工板工業株式会社0000023145 0795-82-2117 中小企業府外

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

（愛知県）大阪府茨木市清水一丁目16番35号 代表取締役 鈴木健嗣
株式会社大仙0000000700 072-643-5201 中小企業府外

（支社長 渡邉千洋）

（奈良県）京都府京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436 永和御池ビル606号 代表取締役 鶴島敏章
鶴島商事株式会社0000023165 090-9885-8182 中小企業府外

（代表取締役兼所長 鶴島敏章）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 四条ＳＥＴビル8階 取締役社長 青木宏明
東光電気工事株式会社0000001699 213-4950 大企業府外 （所長 中根洋心）

大阪府大阪市中央区内本町１丁目1番6号 内本町Ｂ＆Ｍビル6階 代表社長 帳立杰
合同会社中村商事0000020509 06-4792-7598 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1-14 住友生命新大阪北ビル13階 代表取締役 中村弘樹
株式会社中村自工0000023421 06-6350-7001 中小企業府外 （大阪営業所長 中西資夫）

（大阪府）京都府京都市南区吉祥院新田弐の段町19の2 代表取締役 菅野秀夫
南海化学株式会社0000003194 681-2406 中小企業府外 （営業部長 柴田裕樹）

（東京都）大阪府大阪市西淀川区福町3-2-51 代表取締役 下田一徳
日進化成株式会社0000016992 06-6195-2791 中小企業府外 （所長 青田誠司）
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（神奈川県）大阪府大阪市中央区内本町1丁目3-5 代表取締役 齋藤安弘
日本原料株式会社0000005174 06-6941-5555 中小企業府外

（支店長 瀬田和俊）

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 代表取締役 社長執行役員 森拓也
株式会社ピーエス三菱0000005079 06-6881-1172 大企業府外 （常務執行役員支店長 藤原博之）

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

大阪府大阪市淀川区西中島五丁目6番13号 代表取締役 古川大輔
株式会社古川ちいきの総合研究所0000020192 06-7878-6376 中小企業府外

株式会社プロフェッショナルトレ 兵庫県西宮市二見町2-18-201 代表取締役 西岡宗徳
0000019281 0798-66-5080 中小企業府外ーナーズチーム

（東京都）大阪府大阪市北区本庄西二丁目21番4号 代表取締役社長 宮部金彦
株式会社保安サプライ0000023630 06-6372-9070 中小企業府外

（支社長 久木卓）

奈良県大和郡山市横田町595番地の1 代表取締役 北森康史
株式会社ホウワ0000010500 0743-57-8000 中小企業府外

東京都千代田区神田小川町１丁目11番9号 代表取締役 天野勲
株式会社保全工学研究所0000020769 03-5283-8111 中小企業府外

京都府城陽市市辺五島84番地の2 代表取締役 堀井誠二
ホリモク株式会社0000013989 0774-52-0032 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目16番29号 代表取締役 中西弘子
株式会社ボーネルンド0000020728 06-6244-0131 大企業府外 （大阪営業所長 池田健二）

京都府舞鶴市大字松陰小字嶋崎23番地 取締役社長 久保勝
舞鶴倉庫株式会社0000018207 0773-75-1850 中小企業市外

（岐阜県）大阪府大阪市淀川区西中島2-14-6 代表取締役 棚橋肇
丸栄コンクリート工業株式会社0000008540 06-6307-0480 中小企業府外

（支店長 栗本大介）

愛知県半田市州の崎町2番地111 代表取締役 松井恭行
美松工業株式会社0000013946 0569-29-2751 中小企業府外

福井県敦賀市山泉7号15番地3 代表取締役 宮元武利
株式会社ミヤゲン0000015385 0770-21-0038 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市 中央区農人橋1-4-31-9F 代表取締役 迫坪賢二
株式会社メタコ0000016030 06-6947-1771 中小企業府外 （所長 内藤賢治）

メディアインターナショナル株式 福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目1-33 はかた近代ビル２F 代表取締役 江口揚
0000020786 092-474-1598 中小企業府外会社

（大阪府）大阪府吹田市垂水町三丁目8番1号 代表取締役 上田邦芳
株式会社山本興産0000023610 06-6330-5850 中小企業府外 （代表取締役関西支社長 上田邦芳）

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場２丁目4番12号 代表取締役社長 田村博之
ユアサ商事株式会社0000016400 06-6266-4602 大企業府外 （上席執行役員支配人関西支社長 佐古晴彦）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0017 建築資材
0001 建築資材

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府宇治市莵道田中34番地の5 代表取締役 堀誠典
株式会社洛南エンジニアリング0000004256 0774-22-6357 中小企業市外

大阪府大阪市西区阿波座１丁目5番16号 代表取締役 中山正明
ロイヤルホームセンター株式会社0000010562 06-4391-8830 大企業府外
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京都府宇治市槇島町清水28番地 代表取締役 高城浩亮
アートトランジット株式会社0000021319 0774-26-7088 中小企業市外

東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

東京都豊島区南大塚三丁目30番3号 代表取締役 横田祐平
株式会社アイネットサポート0000023416 03-6632-1160 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区木川東４丁目8番33号 代表取締役社長 淡野文孝
アクティオ株式会社0000015405 06-6308-5720 大企業府外 （大阪支店長 荒川満徳）

（東京都）京都府京都市 伏見区横大路下三栖 里ノ内16 代表取締役 小沼直人
株式会社アクティオ0000017222 602-1244 大企業府外 （関西支店長 鈴木純也）

大阪府大阪市北区東天満2丁目7番12号 代表取締役 大嶋雄三
株式会社アステム0000008981 06-6242-6681 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区生玉町3番10号 取締役社長 杉本昌弘
株式会社アド近鉄0000005540 06-6774-5400 中小企業府外

兵庫県加古川市上荘町薬栗27番地の1 代表取締役 木下一成
株式会社一成0000022800 079-428-0682 中小企業府外

奈良県天理市川原城町196番地 代表取締役 前田太一
イドタフレスコ株式会社0000000733 0743-62-0303 中小企業府外

株式会社イベント・トゥエンティ 奈良県香芝市藤山１丁目3-15 代表取締役 中野愛一郎
0000021601 0745-77-6882 中小企業府外・ワン

大阪府大阪市北区豊崎三丁目20番1号 インターグループビル 代表取締役 小谷寿平
株式会社インターグループ0000009134 06-6372-8048 中小企業府外

滋賀県大津市観音寺2番2号 代表取締役 勝部伊織
株式会社エービー企画0000017436 077-522-1676 中小企業府外

株式会社ＨＹＫヒューマンサポー 東京都中央区日本橋本石町3丁目2番地3号 日本橋オリーブビル3階 代表取締役 大貫和彦
0000023541 03-6262-1183 中小企業府外ト

大阪府大阪市西区南堀江１丁目7番4号 代表取締役 中塚克敏
エイトレント株式会社0000013738 06-7664-8791 大企業府外

ＮＥＣキャピタルソリューション （東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 代表取締役社長 菅沼正明
0000001654 352-4775 大企業府外 （京都営業所長 渡邉祐史）株式会社

東京都港区東麻布一丁目28番13号 代表取締役 高橋哲哉
ＮＸキャリアロード株式会社0000020141 050-3819-7860 大企業府外

神奈川県横浜市中区本牧間門33-13-501 代表取締役 長田哲征
オフソサエティ株式会社0000020212 045-263-8820 中小企業府外

大阪府大阪市西区新町１丁目28番11号 安川ビル５F 代表取締役 畚野信恒
株式会社カクタス0000023186 06-6533-3005 中小企業府外

大阪府大阪市 北区西天満 ３丁目8番20号 代表取締役社長 谷垣岩身
協愛株式会社0000017290 06-6362-8471 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町637 第五長谷ビル3階 代表取締役社長 清水勇宏
株式会社近宣0000001517 341-1538 中小企業府外 （支社長 田中武志）
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東京都墨田区両国4-37-2 TKF会館5F 代表取締役 佐野竜太
株式会社魚雷映蔵0000022020 03-5637-8310 中小企業府外

東京都渋谷区南平台町4-8-508 代表取締役 中島悠
株式会社グリーンアップル0000019958 03-6427-1085 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区間之町通御池下ル綿屋町520-1 京ビル2号館801号室 代表取締役 梅木孝治
コーユーレンティア株式会社0000015885 222-1172 大企業府外 （所長 高尾昌寛）

サクラインターナショナル株式会 大阪府大阪市中央区備後町1-7-3 代表取締役 妙代金幸
0000020751 06-6264-3900 大企業府外社

（東京都）大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2番3号 代表取締役 小村太一
山王スペース＆レンタル株式会社0000017205 06-6648-4150 大企業府外 （所長 田中陽介）

大阪府吹田市江の木町20番10号 代表取締役 堤裕成
株式会社シーマ0000017319 06-6310-4100 中小企業府外

大阪府藤井寺市川北 ２丁目4番20号 松宮ハイツ２ 102号 代表取締役 福永剛次
株式会社ジーズ・クリエイション0000022700 072-971-3948 中小企業府外

株式会社ジェイアール東海エージ （東京都）京都府京都市 南区西九条小寺町7-7 代表取締役社長 厚地純夫
0000022692 606-2466 大企業府外

（京都支社長 上ノ町清）ェンシー

（東京都）大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号 中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ19F 代表取締役社長 赤石良治
株式会社ジェイアール東日本企画0000022848 06-7663-1300 大企業府外 （上級執行役員・関西支社長 稲葉耕一）

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上る２丁目富永町338 京阪四条河原町ビル7 代表取締役社長執行役員 山北栄二郎
株式会社ＪＴＢ0000013942 365-7724 大企業府外 階 （支店長 上山裕之）

（大阪府）大阪府大阪市 中央区北浜 ３丁目2番25号 京阪淀屋橋ビル 代表取締役兼社長執行役員 中井昌之
株式会社ＪＴＢ京阪トラベル0000012803 06-4706-3230 中小企業府外 （所長代行 金森健治）

兵庫県神戸市西区玉津町高津橋467番地1 代表取締役 加護洋一
ジャパンレントオール株式会社0000017459 078-917-7710 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場4-12-12 ニッセイ心斎橋ウエスト7階 代表取締役 田代剛
株式会社セレスポ0000008941 06-6258-0050 大企業府外

（支店長 小林哲也）

大阪府大阪市 港区築港3-1-43 代表取締役 武仲秀晃
株式会社タケナカ0000019934 06-7174-8982 中小企業府外

愛知県名古屋市千種区千種通七丁目25番地の1 代表取締役 渡邊智浩
株式会社タスクールPlus0000022586 052-753-7589 中小企業府外

大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 代表取締役 落合寛司
株式会社大広0000008172 06-7174-8111 大企業府外

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

（大阪府）京都府京都市上京区河原町通丸太町上ル桝屋町354番地2 代表取締役 稲垣雅史
大毎広告株式会社0000009555 320-4220 中小企業府外 （支社長 上山均）

佐賀県佐賀市高木瀬西 １丁目5番19号 代表取締役 岩瀬豊美
大和産業株式会社0000018750 0952-30-5792 中小企業府外

東京都渋谷区神宮前二丁目30番22号 ビラフレスカ703 代表取締役 海藤千加子
有限会社チカソシキ0000023695 03-5771-5088 中小企業府外
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（東京都）京都府京都市南区上鳥羽菅田町33 代表取締役 大木信夫
株式会社椿や0000022859 634-9296 中小企業府外

（取締役 松尾尚）

（東京都）大阪府大阪市淀川区木川東4丁目8番33号 代表取締役社長 池澤嘉悟
ＴＳＰ太陽株式会社0000006098 06-6306-3150 大企業府外

（大阪支店長 杉本裕紀）

（大阪府）京都府京都市南区吉祥院西の庄西中町41番地3 代表取締役社長 西隆之
ＴＳＰ西日本株式会社0000009064 315-5224 中小企業府外 （営業所長 田中秀明）

（大阪府）大阪府大阪市西区阿波座一丁目5番16号 代表取締役社長 辰己嘉一
株式会社デザインアーク0000006532 06-6536-6130 大企業府外 （大阪本店長 村上憲央）

（東京都）京都府京都市下京区二帖半敷町647 オンリー烏丸ビルengawaKYOTO 代表取締役社長執行役員 榑谷典洋
株式会社電通0000008216 366-4946 大企業府外 （関西第1ビジネスプロデュース局長前川隆弘）

株式会社電通プロモーションプラ （東京都）大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役社長執行役員 湯川昌明
0000022642 06-6484-8660 大企業府外 ト （関西支社支社長 木村幹）ス

（東京都）大阪府大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト１６F 代表取締役社長執行役員 高木正彦
株式会社電通ライブ0000006343 06-6484-8686 大企業府外

（関西支社長 中邨正人）

（愛知県）愛知県春日井市細木町2丁目136番地 代表取締役 水野守道
株式会社トーカイ0000023583 0568-33-2855 中小企業府外

（取締役 長澤陽介）

（東京都）京都府京都市伏見区竹田七瀬川町336番地 代表取締役 吉田守克
株式会社トーガシ0000010430 283-3820 大企業府外 （支店長 竹内大介）

東芝デジタルソリューションズ株 （神奈川県）大阪府大阪市北区大淀中1-1-30 代表取締役 岡田俊輔
0000010428 06-6455-2315 大企業府外 （支社長 富岡賢一）式会社

（大阪府）大阪府大阪市 城東区鴫野西 ２丁目6番8号 代表取締役 西尾公志
西尾レントオール株式会社0000010441 06-4258-1240 大企業府外 （部長 細木寿英）

大阪府大阪市北区万歳町3番7号 代表取締役 田加井徹
株式会社日展0000005675 06-6362-2210 大企業府外

日本コンベンションサービス株式 東京都千代田区霞が関1-4-2 代表取締役 近浪弘武
0000013698 03-3508-1211 大企業府外会社

日本旅行ビジネスソリューション 大阪府大阪市北区梅田１丁目11番4号 大阪駅前第4ビル12階 代表取締役 高橋秀実
0000018331 06-4796-3733 中小企業府外ズ株式会社

東京都港区台場2丁目3番4号 代表取締役 社長執行役員 榎本修次
株式会社乃村工藝社0000000079 03-5962-1171 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市浪速区難波中２丁目10番70号 代表取締役社長 中川雅寛
株式会社ノムラメディアス0000009607 06-6649-3336 中小企業府外 （事業所長 秋田昌彦）

阪急阪神マーケティングソリュー 大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号 代表取締役社長 三宅良明
0000022621 06-6373-6805 中小企業府外ションズ株式会社

奈良県奈良市四条大路４丁目２番１５号 代表取締役 岡田和博
株式会社阪奈宣伝社0000018219 0742-93-9365 中小企業府外

大阪府大阪市北区大淀南1丁目10番2号 代表取締役 川村修吾
株式会社ピーエーシーウエスト0000014054 06-6225-8111 中小企業府外

株式会社ププルインターナショナ 東京都港区虎ノ門二丁目2番5号 代表取締役 関秀樹
0000017154 03-3560-9566 中小企業府外ル
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プレンティグローバルリンクス株 京都府向日市上植野町伴田10番地 代表取締役 田中隆行
0000022654 924-4308 中小企業市外式会社

株式会社プロスパー・コーポレー 大阪府大阪市北区西天満5丁目13番3号 高橋ビル北3号館3F 代表取締役社長 久保明彦
0000014557 06-6366-0033 中小企業府外ション

東京都新宿区新宿一丁目36番14号 代表取締役 松浦達博
株式会社ホロニック0000022587 03-5361-8741 大企業府外

大阪府羽曳野市恵我之荘三丁目１番１号 代表取締役社長 山本裕
株式会社凡美社0000022900 03-3663-9001 中小企業府外

京都府向日市鶏冠井町七反田17番地 代表取締役 吉村徹
株式会社マサミガーデン0000016025 075-922-7121 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市港区弁天１丁目2番1号 代表取締役 矢倉俊彦
株式会社ムラヤマ0000005787 06-6577-3800 大企業府外 （関西支社長 柳川満久）

大阪府東大阪市高井田本通７丁目7番19号 昌利ビル 代表取締役 豊嶋貴嗣
ヤマトヨ産業株式会社0000008579 06-6788-1581 中小企業府外

（兵庫県）大阪府大阪市中央区北浜３丁目5-29 日本生命淀屋橋ビル12階 代表取締役社長 中尾知也
株式会社ユニオンアルファ0000001819 06-6940-6588 中小企業府外

（店長 小川博之）

大阪府大阪市中央区難波千日前11番6号 代表取締役社長 岡本昭彦
吉本興業株式会社0000022581 06-6643-1122 中小企業府外

株式会社リアライズコーポレーシ 東京都港区六本木６丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー３４階 代表取締役 今福洋介
0000021807 03-6804-5936 中小企業府外ョン

大阪府東大阪市日下町４丁目1番42-1212号 代表 寺田久美
ル・レーヴ0000022596 072-943-2703 中小企業府外

東京都港区六本木６丁目15番21号 ハークス六本木ビル 代表取締役社長 分部至郎
株式会社レイ0000021316 03-5410-3861 大企業府外

（大阪府）大阪府大阪市 西区南堀江 １丁目9-7 代表取締役 坂本貴徳
レプラスデザイン株式会社0000020172 06-6541-1400 中小企業府外

（専務取締役 岡西耕三）

京都府舞鶴市字公文名70番地の1 代表取締役 藤本政明
レンタカーパートナーズ株式会社0000019903 0773-77-2122 中小企業市外

（東京都）京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町51 代表取締役 浦野輝虎
株式会社レンタルのニッケン0000014572 622-7723 大企業府外 （所長 小出剛）

（滋賀県）京都府京都市 中京区西ノ京小倉町4-11 取締役 大村崇
有限会社ＬＯＳｗｅｌｌ0000017442 203-0354 中小企業府外 （所長 中川雅貴）
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（東京都）大阪府大阪市浪速区難波中１丁目１２番５号 代表取締役 高橋翼
株式会社アーラリンク0000023385 03-6633-1556 中小企業府外

（大阪支店長 楠森ありか）

東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

東京都千代田区一番町21番地 代表取締役 佐藤恒徳
株式会社アイティフォー0000018095 03-5275-7841 大企業府外

（東京都）京都府京都市 伏見区横大路下三栖 里ノ内16 代表取締役 小沼直人
株式会社アクティオ0000017222 602-1244 大企業府外 （関西支店長 鈴木純也）

（東京都）大阪府吹田市垂水町3丁目35番31号 代表取締役社長 加藤浩士
朝日航洋株式会社0000008170 06-6338-3321 大企業府外 （支社長 福本博史）

大阪府大阪市中央区谷町7丁目5番1号 代表取締役 伊丹修司
アサミ情報システム株式会社0000000595 06-6762-0051 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地 （明治安田生命京都ビ 代表取締役 畠山仁
アジア航測株式会社0000001109 254-0447 大企業府外 ル7Ｆ） （支店長 土川忠士）

大阪府大阪市北区東天満2丁目7番12号 代表取締役 大嶋雄三
株式会社アステム0000008981 06-6242-6681 中小企業府外

東京都港区芝浦４丁目16番23号 代表取締役 木越健二
株式会社アセント0000007061 03-5419-6022 中小企業府外

大阪府大阪市中央区内平野町3丁目2-10 代表取締役 足立三朗
株式会社アダチ0000003530 06-6942-3371 中小企業府外

京都府宇治市槙島町落合121番地の2 代表取締役社長 鈴木良平
株式会社アテスト0000004250 0774-21-2170 中小企業市外

（福岡県）京都府京都市右京区西院西溝崎町7番地 代表取締役 岡義治
アプライド株式会社0000022368 325-1025 大企業府外 （部長 大林義和）

アライドテレシスキャピタルジャ 東京都品川区西五反田 ７丁目21番11号 代表取締役 大嶋隆男
0000018952 03-5437-6058 中小企業府外パン株式会社

（東京都）京都府京都市伏見区中島北ノ口町25番地 代表取締役 福神雄介
アルフレッサ株式会社0000000768 623-5201 大企業府外

（関西営業本部京滋営業部長 矢頭明）

（兵庫県）大阪府大阪市西区立売堀一丁目8番1号 本町立売堀ビル８階 代表取締役 清水章弘
安西工業株式会社0000006385 06-6543-7077 中小企業府外 （支店長 山西浩二）

いすゞリーシングサービス株式会 （神奈川県）神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号 代表取締役 前垣圭一郎
0000021947 045-556-1033 大企業府外 （本部長 松井浩志）社

大阪府大阪市 中央区平野町 ２丁目4番12号 平二ビル6Ｆ 代表取締役 櫛部隆行
伊藤喜ベストメイツ株式会社0000019262 06-6223-3739 中小企業府外

東京都台東区駒形二丁目5番6号 代表取締役 日下剛
イン・エックス株式会社0000019919 03-5830-6820 中小企業府外

株式会社インターネットイニシア 東京都千代田区富士見 二丁目10番2号 代表取締役社長 勝栄二郎
0000009701 03-5205-6500 大企業府外ティブ

株式会社ウイン・インターナショ （東京都）大阪府大阪市淀川区宮原二丁目14番10号 中尾ロイヤルビル４Ｆ 代表取締役社長 秋沢英海
0000013795 06-7662-7420 大企業府外 （大阪営業所長 高橋広二）ナル
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東京都港区新橋一丁目16番4号 りそな新橋ビル６Ｆ 代表取締役 濱之上一人
株式会社ウェルキッズ0000022355 03-5537-7450 中小企業府外

千葉県千葉市中央区中央港１丁目22番7号 代表取締役社長 谷勝博
ＡＳロカス株式会社0000007773 043-203-5301 中小企業府外

（大阪府）大阪府枚方市中宮大池2丁目10番1号 代表取締役 道志年章
エア・ウォーター西日本株式会社0000023561 072-840-1564 大企業府外 （所長 北之防豊）

北海道札幌市中央区北四条西７丁目1番地8 代表取締役執行役員社長 伊藤尚樹
株式会社ＨＢＡ0000020468 011-231-8301 大企業府外

（愛知県）大阪府大阪市西淀川区出来島1-4-31 代表取締役 水谷靖
株式会社エクシング0000022619 06-6475-8230 大企業府外 （支店長 川井田繁樹）

東京都千代田区一ツ橋２丁目1番1号 代表取締役 木川和之
ＳＦＩリーシング株式会社0000008685 03-4360-8540 中小企業府外

東京都新宿区新宿六丁目27番30号 代表取締役 阿多親市
ＳＢテクノロジー株式会社0000019514 03-6892-3050 大企業府外

ＮＥＣキャピタルソリューション （東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 代表取締役社長 菅沼正明
0000001654 352-4775 大企業府外

（京都営業所長 渡邉祐史）株式会社

ＮＥＣマグナスコミュニケーショ （東京都）大阪府大阪市都島区東野田町一丁目7-4 代表取締役 山内俊史
0000022034 06-6948-5185 大企業府外 （センター長 佐々木大輝）ンズ株式会社

（東京都）大阪府大阪市北区中津5丁目4番10号 代表取締役社長 秋田進
ＮＸ商事株式会社0000013839 06-6451-6781 大企業府外 （支店長 早瀬彰哉）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番1 代表取締役 成瀬明弘
ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社0000008547 254-5556 大企業府外 （支店長 和田恭一）

エヌ・ティ・ティ・データ・カス （東京都）大阪府大阪市北区堂島三丁目1番21号 代表取締役社長 沖村幸彦
0000007068 06-6456-0205 大企業府外 （取締役執行役員西日本支社長 日高昭夫）タマサービス株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・デー 石川県金沢市彦三町一丁目1番1号 代表取締役社長 高橋将樹
0000022535 076-224-4646 中小企業府外タ北陸

（東京都）京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町331 代表取締役 近藤芳樹
ＦＬＣＳ株式会社0000008390 075-344-6766 大企業府外

（支店長 豊田彰久）

大阪府大阪市浪速区桜川2丁目11番10号 代表取締役 中野健司
Ｆレンタカー株式会社0000016709 06-4392-3818 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区東三国４丁目14番24号 代表取締役 西村覚
株式会社エム・イー・サイエンス0000015838 06-6394-6300 中小企業府外

東京都大田区千鳥2-10-16 代表取締役 塩見泰成
株式会社エルコム0000015365 03-5482-2155 中小企業府外

大阪府大阪市中央区備後町三丁目6番14号 代表取締役 久保貴義
大阪ガスファイナンス株式会社0000010291 06-6264-3007 大企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町566-1 代表取締役社長 大塚裕司
株式会社大塚商会0000001098 252-6851 大企業府外 （支店長 宇野直基）

東京都品川区大崎三丁目5番2号 代表取締役 森田宏樹
株式会社オプティマ0000018939 03-3493-8800 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0018 貸物（リース）・会場設営
0002 リース・機械機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

東京都港区浜松町 ２丁目4番1号 代表執行役 井上亮
オリックス株式会社0000017466 06-6578-1667 大企業府外

東京都品川区北品川５丁目5番15号 大崎ブライトコア 代表取締役社長 細川展久
オリックス・レンテック株式会社0000014340 03-3473-7561 大企業府外

東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2番地34 代表取締役 小池好子
株式会社会議録研究所0000009002 03-3267-6051 中小企業府外

鹿児島県鹿児島市山下町9番5号 代表取締役 西修平
鹿児島国際航空株式会社0000023642 0995-58-2304 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区松屋町7番7号 代表取締役 本橋伸幸
株式会社カナデン0000023167 06-6763-6800 大企業府外 （常務取締役支社長 守屋太）

（東京都）大阪府大阪市中央区淡路町３丁目1番9号 代表取締役社長執行役員 渡辺亮
兼松エレクトロニクス株式会社0000016759 06-6201-5547 大企業府外 （支社長 宮崎健司）

兵庫県尼崎市浜一丁目1番1号 代表取締役社長 川久保知一
株式会社管総研0000007939 06-6470-6300 中小企業府外

（東京都）大阪府吹田市江坂町１丁目23番5号 大同生命江坂第２ビル 代表取締役 神部雅人
神田通信機株式会社0000019890 06-6385-1431 大企業府外

（支店長 新川真吾）

（東京都）大阪府大阪市城東区成育１丁目6番26号 代表取締役 小川尚
株式会社カンツール0000009174 06-7711-3470 中小企業府外 （所長 保坂澄）

大阪府大阪市西淀川区歌島二丁目4番7号 代表取締役 大植康司
株式会社関電Ｌ＆Ａ0000010312 06-7507-1349 中小企業府外

愛媛県松山市三番町四丁目9番地5 代表取締役社長 別府幹雄
株式会社ガバメイツ0000022017 089-968-2075 大企業府外

大阪府大阪市西区京町堀一丁目8番5号 代表取締役社長 小久保鉄也
株式会社気象工学研究所0000016202 06-6441-1022 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市下京区烏丸通松原上ル東側 代表取締役 井門一美
キステム株式会社0000001533 075-341-4248 中小企業府外

（支社長 藤沢敏孝）

北日本コンピューターサービス株 秋田県秋田市南通築地15番32号 代表取締役 江畑佳明
0000014680 018-834-1811 中小企業府外式会社

キヤノンマーケティングジャパン （東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目 2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役 足立正親
0000023638 06-7739-2047 大企業府外 ト （支店長 北岡康人）株式会社

キヤノンメディカルファイナンス 東京都中央区日本橋人形町二丁目14番10号 代表取締役 田仲純
0000008532 03-6371-4591 中小企業府外株式会社

東京都八王子市横山町10-2 八王子ＳＩＡビル 代表取締役 神戸涼次
株式会社教育ソフトウェア0000022835 042-649-9600 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町637 第五長谷ビル3階 代表取締役社長 清水勇宏
株式会社近宣0000001517 341-1538 中小企業府外 （支社長 田中武志）

大阪府堺市北区北花田町三丁31番地の12 代表取締役 宮崎浩樹
ギャレットジャパン株式会社0000015239 072-253-6436 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区谷町三丁目1番9号 代表取締役社長 成吉弘次
株式会社ぎょうせい0000007298 06-4790-9351 大企業府外 （支社長 清水恭二）
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（福岡県）京都府京都市伏見区竹田田中殿町75番地 代表取締役 久保孝二
株式会社グリーンクロス0000018278 605-3171 大企業府外

（支社長 高村尚宏）

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１丁目14番12号 代表取締役 杉本健司
グリーンブルー株式会社0000014686 045-322-1011 中小企業府外

東京都港区虎ノ門４丁目2番12号 代表取締役 高柳公康
株式会社ケー・デー・シー0000017249 03-5733-5111 中小企業府外

岡山県岡山市北区平田117番地の120 代表取締役 荻野良
株式会社ケイエルシステム0000023542 086-244-3567 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目2番72号 代表取締役社長 高橋誠
ＫＤＤＩ株式会社0000011903 06-7177-0076 大企業府外 （支社長 物江信明）

（東京都）京都府京都市中京区間之町通御池下ル綿屋町520-1 京ビル2号館801号室 代表取締役 梅木孝治
コーユーレンティア株式会社0000015885 222-1172 大企業府外 （所長 高尾昌寛）

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上ル二丁目富永町338 （京阪四条河原町ビ 代表取締役社長 土方聡
国際航業株式会社0000007320 351-0530 大企業府外 ル） （支店長 芳本有正）

東京都世田谷区池尻二丁目7番3号 代表取締役社長 羽田寛
国土情報開発株式会社0000013894 03-5481-3000 中小企業府外

山梨県甲斐市西八幡4281番地4 代表取締役 秋山学
株式会社コンピュータムーブ0000022033 055-279-2731 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2番3号 代表取締役 小村太一
山王スペース＆レンタル株式会社0000017205 06-6648-4150 大企業府外 （所長 田中陽介）

大阪府吹田市江の木町20番10号 代表取締役 堤裕成
株式会社シーマ0000017319 06-6310-4100 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577-2 太陽生命御池ビル5階 代表取締役 森秀顕
シーメンスヘルスケア株式会社0000008560 757-6900 大企業府外 （営業所長 吉村賢吾）

大阪府大阪市 淀川区西宮原 ２丁目7番61号 トラモンド新大阪ビル 代表取締役 喜来広司
システムスクエア株式会社0000017367 06-6115-8762 中小企業府外

（兵庫県）京都府福知山市南本町210-18 ＫＲＢＬＤＧ 2F 代表取締役 山田良作
株式会社システムリサーチ0000018718 0773-24-3301 中小企業府外

（支店長 足立和明）

東京都港区麻布台２丁目４番５号 メソニック３９ＭＴビル 代表取締役 丹下大
株式会社ＳＨＩＦＴ0000023374 03-6809-1128 中小企業府外

（京都府）京都府久世郡 久御山町田井 新荒見230-1 代表取締役 志摩敏樹
志摩機械株式会社0000022693 0774-48-4800 中小企業市外 （所長 松原世治）

（兵庫県）滋賀県栗東市出庭2004-1 代表取締役 安藤和正
株式会社城山0000013059 077-599-1727 中小企業府外 （所長 今井貴介）

株式会社ジェイアール東海エージ （東京都）京都府京都市 南区西九条小寺町7-7 代表取締役社長 厚地純夫
0000022692 606-2466 大企業府外 （京都支社長 上ノ町清）ェンシー

（東京都）大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号 中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ19F 代表取締役社長 赤石良治
株式会社ジェイアール東日本企画0000022848 06-7663-1300 大企業府外 （上級執行役員・関西支社長 稲葉耕一）

東京都中央区銀座四丁目9番5号 代表取締役 斎藤義憲
株式会社ジェイ・アンド・ワイ0000023138 03-5524-6005 中小企業府外
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（東京都）大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 代表取締役 新分敬人
JA三井リース株式会社0000001015 06-6202-9368 大企業府外

（関西営業第一部長 安田匡宏）

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上る２丁目富永町338 京阪四条河原町ビル7 代表取締役社長執行役員 山北栄二郎
株式会社ＪＴＢ0000013942 365-7724 大企業府外 階 （支店長 上山裕之）

（東京都）東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 取締役社長 桑田始
株式会社ＪＥＣＣ0000008275 03-3216-3962 大企業府外 （専務取締役 依田茂）

東京都品川区南品川2丁目7-18 代表取締役 星野信一
株式会社ジャパンエニックス0000010149 03-5715-2351 中小企業府外

東京都渋谷区代々木一丁目22番1号 代表執行役社長 齋藤英明
ジャパンシステム株式会社0000014628 03-5309-0310 中小企業府外

兵庫県神戸市西区玉津町高津橋467番地1 代表取締役 加護洋一
ジャパンレントオール株式会社0000017459 078-917-7710 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区大宮通仏光寺下ル五坊大宮町80番地 代表取締役 荒居新蔵
株式会社スイタ情報システム0000003802 803-0456 中小企業府外

（支社長 河村吉則）

東京都新宿区内藤町87番地 代表取締役 保坂幸尚
水道マッピングシステム株式会社0000013032 03-3357-3020 中小企業府外

（愛知県）京都府京都市右京区西院東中水町11番地 代表取締役社長 浅野茂
株式会社スズケン0000008675 312-9151 大企業府外 （支店長 森康之）

東京都港区北青山3-3-7 第一青山ビル3Ｆ 代表取締役 三浦洋一
株式会社スマートボックス0000021948 03-5413-5861 中小企業府外

住友ナコフォークリフト販売株式 （東京都）京都府久世郡久御山町野村村東141 代表取締役社長 北川明男
0000010156 075-925-8111 大企業府外 （所長 安井隆宏）会社

セイコータイムクリエーション株 （東京都）大阪府大阪市中央区南船場2-7-26 代表取締役社長 萩原健二
0000006352 06-4705-9311 大企業府外 （所長 大田英樹）式会社

（東京都）京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579番地 五条堀川ビル２階 代表取締役 栢木伊久二
綜合警備保障株式会社0000001569 343-5171 大企業府外

（支社長 山下和弘）

（福井県）京都府京都市中京区壬生森前町6番地 代表取締役 村松健一
高石機械産業株式会社0000005189 802-0171 中小企業市外

（取締役執行役員社長 國井孝泰）

大阪府大阪市 港区築港3-1-43 代表取締役 武仲秀晃
株式会社タケナカ0000019934 06-7174-8982 中小企業府外

愛知県名古屋市千種区千種通七丁目25番地の1 代表取締役 渡邊智浩
株式会社タスクールPlus0000022586 052-753-7589 中小企業府外

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島２丁目2番2号 代表取締役社長 江森勲
都築電気株式会社0000001152 06-6204-7000 大企業府外 （ソリューションビジネス本部部長 田谷俊）

（東京都）大阪府大阪市淀川区木川東4丁目8番33号 代表取締役社長 池澤嘉悟
ＴＳＰ太陽株式会社0000006098 06-6306-3150 大企業府外 （大阪支店長 杉本裕紀）

（大阪府）京都府京都市南区吉祥院西の庄西中町41番地3 代表取締役社長 西隆之
ＴＳＰ西日本株式会社0000009064 315-5224 中小企業府外 （営業所長 田中秀明）
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東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 代表取締役 藤井啓祐
ティーメディクス株式会社0000022635 03-3349-8590 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜一丁目2番1号 代表取締役 岡本安史
ＴＩＳ株式会社0000007487 06-4796-3093 大企業府外

（代表取締役副社長執行役員 柳井城作）

東京都千代田区五番町6番地2号 代表取締役 吉竹雄次
株式会社テレコムスクエア0000022626 03-3239-2333 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区二帖半敷町647 オンリー烏丸ビルengawaKYOTO 代表取締役社長執行役員 榑谷典洋
株式会社電通0000008216 366-4946 大企業府外 （関西第1ビジネスプロデュース局長前川隆弘）

（愛知県）大阪府大阪市淀川区新北野３丁目８番２号 代表取締役社長 藤田祐三
株式会社トーエネック0000005179 06-6305-2181 大企業府外 （執行役員本部長 加藤憲二郎）

京都府城陽市寺田樋尻44番地6 代表取締役 橘彰久
東海アナース株式会社0000005598 0774-53-8702 中小企業市外

神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19 竹生第2ビル5F 代表取締役 中島敦
東海技研株式会社0000013660 045-471-8300 中小企業府外

東京都千代田区神田練塀町3番地 代表取締役 馬場高一
東京センチュリー株式会社0000000833 03-5209-6615 大企業府外

（大阪府）京都府久世郡久御山町野村村東78 代表取締役社長 上田典昭
トヨタＬ＆Ｆ近畿株式会社0000003204 631-5111 大企業府外 （京都支店長 玉田健夫）

群馬県伊勢崎市連取町3290番地5 代表取締役 中島明
株式会社中島自動車電装0000018786 0270-24-5678 中小企業府外

大阪府東大阪市御厨中１丁目１２番２８号 代表取締役 浅田英喜
ナニワ商事株式会社0000013943 06-6787-0737 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区烏丸三条上ル場之町604 代表取締役社長 森林正彰
西日本電信電話株式会社0000005746 255-9070 大企業府外 （支店長 重田敦史）

（東京都）大阪府大阪市北区堂山町3番3号 日本生命梅田ビル11階 代表取締役社長 野崎進
株式会社日医リース0000022819 06-6365-7851 中小企業府外

（支店長 山本仁治）

東京都江戸川区中葛西４丁目19-14 代表取締役 廣岡潤
株式会社ニチマイ0000015292 03-6808-3170 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338 京阪四条河原町ビル3 代表取締役 鈴木範夫
日興通信株式会社0000001730 371-4434 大企業府外 Ｆ （支社長 金丸昭彦）

株式会社日産カーレンタルソリュ （神奈川県）大阪府大阪市福島区大開２丁目２番地１１号 代表取締役 岡本智
0000023355 06-6462-4123 大企業府外 （法人営業部長 吉永辰士）ーション

株式会社日産フィナンシャルサー （千葉県）大阪府大阪市北区豊崎5丁目6-10 3F 代表取締役 風間一彦
0000015973 06-6374-5123 大企業府外 （部長 高岡宏樹）ビス

（東京都）大阪府大阪市北区梅田三丁目3番10号 代表取締役社長 寺西清一
日商エレクトロニクス株式会社0000008466 06-7506-9400 大企業府外 （関西支社長 下井田智康）

日通リース＆ファイナンス株式会 （東京都）大阪府大阪市北区中津五丁目４番１０号 代表取締役 小林淳一
0000023402 06-6451-5725 大企業府外 （支店長 西田衛）社

（東京都）京都府京都市伏見区横大路西海道9-3 代表社員 職務執行者 本田博人
日本キャタピラー合同会社0000008446 602-9591 大企業府外 （京都営業所長 徳永明敬）
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福岡県北九州市小倉北区鍛冶町二丁目4番1号 代表取締役 原田栄一
日本コンピューター株式会社0000013729 093-521-8123 中小企業府外

大阪府大阪市港区磯路二丁目21番1号 代表取締役社長 戸谷典嗣
日本電通株式会社0000005193 06-6577-4121 大企業府外

大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番24号 代表取締役 安田敏之
ニッポンレンタカー関西株式会社0000012971 06-6150-3550 中小企業府外

東京都中央区日本橋箱崎町19番21号 代表取締役 山口明夫
日本アイ・ビー・エム株式会社0000008766 03-6667-1111 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島二丁目12番11号 代表取締役社長 松永恒
日本電子計算株式会社0000007248 06-6307-5437 大企業府外 （大阪支店長 一井生也）

株式会社日本ビジネスデータープ 兵庫県神戸市中央区伊藤町119番地 代表取締役 池惠二
0000008970 078-332-0871 中小企業府外ロセシングセンター

（愛知県）大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目2番3号 EDGE心斎橋ビル12F 代表取締役 大塚惠司
日本メディアシステム株式会社0000022894 06-4963-3357 大企業府外

（支店長 田中謙吾）

（東京都）東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー 代表取締役 竹下隆史
ネットワンシステムズ株式会社0000007249 03-6256-0600 大企業府外

（執行役員西日本事業本部長 畠山大輔）

大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目4番1号 代表取締役 藤川雅浩
野里電気工業株式会社0000005823 06-6477-6000 中小企業府外

愛知県名古屋市千種区青柳町5丁目6番地 代表取締役 平林貴
ＨＡＲＶＥＹ株式会社0000021106 052-744-1760 中小企業府外

大阪府大阪市福島区鷺洲４丁目6番26号 代表取締役 馬場俊和
株式会社馬場酸素0000016701 06-6451-5552 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市西淀川区歌島44-13 代表取締役社長 上田満弘
株式会社パシフィックネット0000018793 06-6471-1441 大企業府外 （支店長 杉研也）

（東京都）大阪府大阪市中央区高麗橋３丁目2番7号 ORIX高麗橋ビル4階 代表取締役 鈴木正之
株式会社ピーエスシー0000022364 06-4707-7148 中小企業府外

（事業本部長 石田卓士）

（東京都）大阪府大阪市中央区安土町２丁目3-13 大阪国際ビルディング14階 代表取締役社長 ベンハー・メスフィン
ピツニーボウズジャパン株式会社0000009834 06-6264-2500 大企業府外

（大阪支店長 西岡伸晃）

株式会社フジアビエーションシス 静岡県静岡市葵区栄町１番地の３ 代表取締役 米原愼一
0000023440 054-653-4800 中小企業府外テムズ

（滋賀県）滋賀県大津市京町３丁目4-12 代表取締役 藤野滋
藤野商事株式会社0000021564 077-535-9123 中小企業府外 （支店長 吉野隆文）

富士フイルムビジネスイノベーシ （東京都）京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85番地1 代表取締役 真茅久則
0000013198 06-6221-7035 大企業府外 （所長 渡辺正隆）ョン株式会社

富士フイルムビジネスイノベーシ （東京都）京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85番地1 代表取締役 旗生泰一
0000008231 241-0281 大企業府外 （京都支社長 山口渉）ョンジャパン株式会社

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535 日土地京都ビル 代表取締役 有冨英治
扶桑電通株式会社0000008375 255-0921 大企業府外 （所長 寺西達）

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外
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（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 代表取締役 織田寛明
芙蓉総合リース株式会社0000000824 212-2332 大企業府外

（支店長 野本研）

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外

京都府福知山市字天田391番地の乙 代表取締役 堀智章
株式会社堀通信0000015309 0773-22-1220 中小企業市外

東京都武蔵野市中町二丁目4番15号 代表取締役 岩崎則彦
株式会社ホンダファイナンス0000018208 0422-38-0640 大企業府外

（徳島県）京都府木津川市木津川原田63番地15 代表取締役 松本祐一
株式会社松本コンサルタント0000013879 0774-34-4235 中小企業府外 （所長 松本光男）

福井県福井市豊島２丁目6番7号 代表取締役 土谷秀靖
株式会社マルツ電波0000021536 0776-22-0464 中小企業府外

東京都港区虎ノ門 １丁目2番6号 代表取締役 丸山伸一郎
みずほ東芝リース株式会社0000008832 03-5253-6760 大企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通 錦小路上る手洗水町659 代表取締役社長 本山博史
みずほリース株式会社0000018145 223-1545 大企業府外

（支店長 石野正幸）

福井県坂井市丸岡町 熊堂第3号7番地1-13 代表取締役社長 後淳也
三谷コンピュータ株式会社0000017365 0776-67-8005 中小企業府外

（千葉県）大阪府大阪市淀川区西中島1丁目11番16号 代表取締役社長 森重利文
三井Ｅ＆Ｓシステム技研株式会社0000008727 06-6886-0288 大企業府外 （営業本部西日本営業統括部第一営業部長 森）

三井住友トラスト・パナソニック 東京都港区芝浦一丁目2番3号 代表取締役 西野敏哉
0000001251 03-6858-9203 大企業府外ファイナンス株式会社

三井住友ファイナンス＆リース株 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 代表取締役 橘正喜
0000018194 06-6282-9555 大企業府外式会社

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10番地 代表取締役 柳井隆博
三菱ＨＣキャピタル株式会社0000008571 075-252-5551 大企業府外

（所長 田中亮）

三菱電機ITソリューションズ株式 （東京都）大阪府大阪市北区中之島６丁目2-40 取締役社長 山本徹雄
0000022922 06-6447-1889 大企業府外

（システム営業第三部部長 茶谷元）会社

三菱電機フィナンシャルソリュー （東京都）大阪府大阪市福島区福島７丁目20番1号 代表取締役 深山庸
0000012684 06-6345-1771 大企業府外 （取締役支店長 岡村浩）ションズ株式会社

福岡県福岡市中央区大名２丁目9-35 トウセン天神ビル8F 代表取締役 黒木英隆
株式会社メディエイター0000020199 092-738-0900 中小企業府外

東京都中央区築地２丁目1番17号 代表取締役 古賀広幸
株式会社モバイル・プランニング0000023108 03-5649-7181 中小企業府外

株式会社ヨコモリ電池屋コーポレ 東京都渋谷区笹塚3-33-4 代表取締役 横森英俊
0000019128 03-3378-0156 中小企業府外ーション

（東京都）大阪府大阪市北区中之島２丁目2番2号 取締役社長 井村周一
ラサ商事株式会社0000006796 06-6233-8585 大企業府外 （執行役員大阪支店長 長谷川幸雄）

（東京都）京都府京都市下京区四条通油小路西入ル藤本寄町26-1 代表取締役 中村徳晴
リコーリース株式会社0000003201 223-3250 大企業府外 （支店長 池谷亘裕）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0018 貸物（リース）・会場設営
0002 リース・機械機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

岡山県岡山市南区豊成二丁目7番16号 代表取締役 松田敏之
株式会社両備システムズ0000015410 086-264-0113 中小企業府外

東京都港区六本木６丁目15番21号 ハークス六本木ビル 代表取締役社長 分部至郎
株式会社レイ0000021316 03-5410-3861 大企業府外

株式会社レッツ・コーポレーショ 愛知県名古屋市中区丸の内２丁目20番1号 代表取締役 後藤公
0000021309 052-201-6230 中小企業府外ン

（大阪府）大阪府大阪市 西区南堀江 １丁目9-7 代表取締役 坂本貴徳
レプラスデザイン株式会社0000020172 06-6541-1400 中小企業府外 （専務取締役 岡西耕三）

（東京都）京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町51 代表取締役 浦野輝虎
株式会社レンタルのニッケン0000014572 622-7723 大企業府外 （所長 小出剛）

（大阪府）京都府久世郡久御山町市田新珠城120-1 代表取締役 大田実成
ロジスネクスト近畿株式会社0000004145 0774-41-3250 中小企業府外 （支店長 今井昌春）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0018 貸物（リース）・会場設営
0003 リース・プレハブ

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

（東京都）京都府京都市 伏見区横大路下三栖 里ノ内16 代表取締役 小沼直人
株式会社アクティオ0000017222 602-1244 大企業府外

（関西支店長 鈴木純也）

（兵庫県）大阪府大阪市西区立売堀一丁目8番1号 本町立売堀ビル８階 代表取締役 清水章弘
安西工業株式会社0000006385 06-6543-7077 中小企業府外 （支店長 山西浩二）

大阪府大阪市西区南堀江１丁目7番4号 代表取締役 中塚克敏
エイトレント株式会社0000013738 06-7664-8791 大企業府外

ＮＥＣキャピタルソリューション （東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 代表取締役社長 菅沼正明
0000001654 352-4775 大企業府外 （京都営業所長 渡邉祐史）株式会社

（広島県）大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目21-15-201 代表取締役 中浜勇治
株式会社オービス0000005384 06-6325-3914 中小企業府外 （所長 森克行）

大阪府大阪市浪速区桜川２丁目11番20号 代表取締役 冨戸野政一
関西ハウス工業株式会社0000005489 06-6568-4341 中小企業府外

（福岡県）京都府京都市伏見区竹田田中殿町75番地 代表取締役 久保孝二
株式会社グリーンクロス0000018278 605-3171 大企業府外

（支社長 高村尚宏）

（東京都）京都府京都市中京区間之町通御池下ル綿屋町520-1 京ビル2号館801号室 代表取締役 梅木孝治
コーユーレンティア株式会社0000015885 222-1172 大企業府外 （所長 高尾昌寛）

（東京都）大阪府大阪市西区江戸堀3丁目3番2号 代表取締役社長 郡龍一郎
郡リース株式会社0000000479 06-6444-2161 大企業府外 （支店長 杉山博美）

（千葉県）京都府宇治市小倉町春日森19番 代表取締役社長 長妻貴嗣
三協フロンテア株式会社0000023447 0774-25-5005 大企業府外 （滋賀エリアマネージャー 中田光彦）

（東京都）大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2番3号 代表取締役 小村太一
山王スペース＆レンタル株式会社0000017205 06-6648-4150 大企業府外 （所長 田中陽介）

株式会社システムハウスアールア （東京都）大阪府大阪市中央区南船場２丁目1番10号 代表取締役 中堀雅臣
0000000578 06-6265-5577 大企業府外

（支店長 藤原滋晃）ンドシー

株式会社ジェイアール東海エージ （東京都）京都府京都市 南区西九条小寺町7-7 代表取締役社長 厚地純夫
0000022692 606-2466 大企業府外

（京都支社長 上ノ町清）ェンシー

（東京都）大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号 中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ19F 代表取締役社長 赤石良治
株式会社ジェイアール東日本企画0000022848 06-7663-1300 大企業府外 （上級執行役員・関西支社長 稲葉耕一）

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上る２丁目富永町338 京阪四条河原町ビル7 代表取締役社長執行役員 山北栄二郎
株式会社ＪＴＢ0000013942 365-7724 大企業府外 階 （支店長 上山裕之）

兵庫県神戸市西区玉津町高津橋467番地1 代表取締役 加護洋一
ジャパンレントオール株式会社0000017459 078-917-7710 中小企業府外

（福井県）京都府京都市中京区壬生森前町6番地 代表取締役 村松健一
高石機械産業株式会社0000005189 802-0171 中小企業市外 （取締役執行役員社長 國井孝泰）

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

（大阪府）京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町316番地 代表取締役 北哲弥
大和リース株式会社0000003882 320-5150 大企業府外 （支店長 大林徳丈）
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内容別名簿（物品関係）市外
0018 貸物（リース）・会場設営
0003 リース・プレハブ

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）大阪府大阪市淀川区木川東4丁目8番33号 代表取締役社長 池澤嘉悟
ＴＳＰ太陽株式会社0000006098 06-6306-3150 大企業府外

（大阪支店長 杉本裕紀）

（大阪府）京都府京都市南区吉祥院西の庄西中町41番地3 代表取締役社長 西隆之
ＴＳＰ西日本株式会社0000009064 315-5224 中小企業府外

（営業所長 田中秀明）

（大阪府）大阪府大阪市西区阿波座一丁目5番16号 代表取締役社長 辰己嘉一
株式会社デザインアーク0000006532 06-6536-6130 大企業府外 （大阪本店長 村上憲央）

（東京都）京都府京都市下京区二帖半敷町647 オンリー烏丸ビルengawaKYOTO 代表取締役社長執行役員 榑谷典洋
株式会社電通0000008216 366-4946 大企業府外 （関西第1ビジネスプロデュース局長前川隆弘）

京都府城陽市寺田樋尻44番地6 代表取締役 橘彰久
東海アナース株式会社0000005598 0774-53-8702 中小企業市外

（大阪府）大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 代表取締役 塚本博亮
東海リース株式会社0000005348 06-6352-0011 大企業府外 （支店長 高橋真一）

（山梨県）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 代表取締役 内藤 篤
株式会社内藤ハウス0000017214 06-6941-7110 中小企業府外

（執行役員支店長 古澤一也）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通押小路上る秋野々町535 日土地京都ビル4F 代表取締役社長 高橋修
株式会社ナガワ0000015384 256-3501 大企業府外

（所長 森田寛昌）

（大阪府）大阪府大阪市 城東区鴫野西 ２丁目6番8号 代表取締役 西尾公志
西尾レントオール株式会社0000010441 06-4258-1240 大企業府外 （部長 細木寿英）

（石川県）京都府京都市伏見区桃山町松平築前10-12 第二CRPビル201 代表取締役 上田秀樹
日成ビルド工業株式会社0000013858 075-604-3722 大企業府外 （支店長 中川彰吾）

（東京都）大阪府大阪市中央区安土町１丁目7番3号 代表取締役 高山哲夫
日東工営株式会社0000006198 06-6260-0210 中小企業府外 （取締役支店長 殿山順）

（大阪府）京都府京都市伏見区竹田西桶ノ井町39番地 代表取締役 栗田隆志
富士産業株式会社0000005708 075-644-7005 大企業府外 （支店長 上嶋祐介）

大阪府大阪市 西区江之子島 ２丁目1番37‐3104号 代表取締役 石本 賀久
富士プレハブ工業株式会社0000010489 06-6479-1370 中小企業府外

奈良県大和郡山市横田町595番地の1 代表取締役 北森康史
株式会社ホウワ0000010500 0743-57-8000 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市 西区南堀江 １丁目9-7 代表取締役 坂本貴徳
レプラスデザイン株式会社0000020172 06-6541-1400 中小企業府外 （専務取締役 岡西耕三）

（東京都）京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町51 代表取締役 浦野輝虎
株式会社レンタルのニッケン0000014572 622-7723 大企業府外 （所長 小出剛）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0018 貸物（リース）・会場設営
0004 リース・その他

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府羽曳野市蔵之内583番地の1 代表取締役 武田豊
株式会社アート0000018813 072-958-9075 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市浪速区難波中１丁目１２番５号 代表取締役 高橋翼
株式会社アーラリンク0000023385 03-6633-1556 中小企業府外

（大阪支店長 楠森ありか）

東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

東京都千代田区一番町21番地 代表取締役 佐藤恒徳
株式会社アイティフォー0000018095 03-5275-7841 大企業府外

（東京都）京都府京都市 伏見区横大路下三栖 里ノ内16 代表取締役 小沼直人
株式会社アクティオ0000017222 602-1244 大企業府外 （関西支店長 鈴木純也）

（愛知県）滋賀県長浜市宮司町76番地7 代表取締役 恒川賢太
朝日電気工業株式会社0000020939 0749-53-4607 中小企業府外 （所長 北村祐喜）

大阪府大阪市中央区谷町7丁目5番1号 代表取締役 伊丹修司
アサミ情報システム株式会社0000000595 06-6762-0051 中小企業府外

大阪府大阪市北区東天満2丁目7番12号 代表取締役 大嶋雄三
株式会社アステム0000008981 06-6242-6681 中小企業府外

東京都目黒区中央町一丁目5番12号 代表取締役 野澤裕
ANEOS株式会社0000021079 03-5768-8251 中小企業府外

アライドテレシスキャピタルジャ 東京都品川区西五反田 ７丁目21番11号 代表取締役 大嶋隆男
0000018952 03-5437-6058 中小企業府外パン株式会社

大阪府箕面市箕面６丁目3-1 代表取締役 天白成一
株式会社アルカディア0000019950 050-5830-0750 中小企業府外

福岡県福岡市城南区飯倉1-6-25 代表取締役 古賀功一
株式会社あんしんサポート0000022831 092-843-1881 中小企業府外

大阪府東大阪市荒本北1丁目4番17号 クリエイション・コア東大阪4階 代表取締役 森下修二
イーシーテクノ株式会社0000016698 06-6747-2323 中小企業府外

大阪府大阪市西区阿波座一丁目15番15号 第一協業ビル 代表取締役 松井精朗
株式会社いけうち0000015818 06-6538-1075 中小企業府外

奈良県天理市川原城町196番地 代表取締役 前田太一
イドタフレスコ株式会社0000000733 0743-62-0303 中小企業府外

東京都台東区駒形二丁目5番6号 代表取締役 日下剛
イン・エックス株式会社0000019919 03-5830-6820 中小企業府外

京都府向日市森本町 前田27番地10 代表取締役 和田正弘
株式会社インカム0000018091 925-0621 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市中央区和泉町２丁目2番2号 代表取締役 大久保昇
株式会社内田洋行0000006030 06-6920-2742 大企業府外 （大阪支店長 岡野清吾）

（大阪府）大阪府枚方市中宮大池2丁目10番1号 代表取締役 道志年章
エア・ウォーター西日本株式会社0000023561 072-840-1564 大企業府外 （所長 北之防豊）

北海道札幌市中央区北四条西７丁目1番地8 代表取締役執行役員社長 伊藤尚樹
株式会社ＨＢＡ0000020468 011-231-8301 大企業府外
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大阪府大阪市西区南堀江１丁目7番4号 代表取締役 中塚克敏
エイトレント株式会社0000013738 06-7664-8791 大企業府外

東京都新宿区新宿2丁目12番8号 ＡＣＮ新宿ビル9階 代表取締役 小川皓生
エクスモバイル株式会社0000023598 03-6709-8197 中小企業府外

大阪府岸和田市春木大小路町6番16号 代表取締役 善野謙一
株式会社エスオーシー0000023632 072-439-3529 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区中津5丁目4番10号 代表取締役社長 秋田進
ＮＸ商事株式会社0000013839 06-6451-6781 大企業府外 （支店長 早瀬彰哉）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番1 代表取締役 成瀬明弘
ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社0000008547 254-5556 大企業府外 （支店長 和田恭一）

（東京都）大阪府大阪市北区梅田1-10-1 梅田ＤＴタワー 代表取締役 井伊基之
株式会社ＮＴＴドコモ0000009144 06-6457-8514 大企業府外 （支社長 齋藤武）

（東京都）京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町331 代表取締役 近藤芳樹
ＦＬＣＳ株式会社0000008390 075-344-6766 大企業府外

（支店長 豊田彰久）

株式会社大阪オートマティック・ 大阪府大阪市平野区平野北1丁目5番6号 代表取締役 岩城宏和
0000000609 06-6792-0091 中小企業府外サービス

大阪府大阪市中央区備後町三丁目6番14号 代表取締役 久保貴義
大阪ガスファイナンス株式会社0000010291 06-6264-3007 大企業府外

東京都品川区東五反田2-1-10 代表取締役 石本裕章
大崎データテック株式会社0000021091 03-5447-2260 中小企業府外

大阪府大阪市中央区城見2丁目1番5号 代表取締役社長 名部正彦
株式会社オプテージ0000006949 06-7501-8474 大企業府外

東京都港区浜松町 ２丁目4番1号 代表執行役 井上亮
オリックス株式会社0000017466 06-6578-1667 大企業府外

東京都港区芝3-22-8 代表取締役 上谷内祐二
オリックス自動車株式会社0000013109 03-6436-6000 大企業府外

オリンパスマーケティング株式会 （東京都）京都府京都市下京区五条通室町西入東錺屋町186 代表取締役 安藤幸二
0000014033 341-5550 中小企業府外

（支店長 加藤隆之）社

東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2番地34 代表取締役 小池好子
株式会社会議録研究所0000009002 03-3267-6051 中小企業府外

鹿児島県鹿児島市山下町9番5号 代表取締役 西修平
鹿児島国際航空株式会社0000023642 0995-58-2304 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区淡路町３丁目1番9号 代表取締役社長執行役員 渡辺亮
兼松エレクトロニクス株式会社0000016759 06-6201-5547 大企業府外 （支社長 宮崎健司）

大阪府大阪市西淀川区歌島二丁目4番7号 代表取締役 大植康司
株式会社関電Ｌ＆Ａ0000010312 06-7507-1349 中小企業府外

愛媛県松山市三番町四丁目9番地5 代表取締役社長 別府幹雄
株式会社ガバメイツ0000022017 089-968-2075 大企業府外

北日本コンピューターサービス株 秋田県秋田市南通築地15番32号 代表取締役 江畑佳明
0000014680 018-834-1811 中小企業府外式会社
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キヤノンマーケティングジャパン （東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目 2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役 足立正親
0000023638 06-7739-2047 大企業府外 ト （支店長 北岡康人）株式会社

キヤノンメディカルファイナンス 東京都中央区日本橋人形町二丁目14番10号 代表取締役 田仲純
0000008532 03-6371-4591 中小企業府外株式会社

大阪府枚方市長尾家具町1丁目5番25号 代表取締役 松本理沙
株式会社京宝ベビー0000000711 072-851-1162 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市伏見区北浜町595-103 代表取締役 西田克也
近畿ビルサービス株式会社0000023615 603-5556 中小企業府外 （所長 山本伸司）

大阪府吹田市南吹田5丁目1番12号 代表取締役 松原達也
キングラン関西株式会社0000008482 06-6388-1481 中小企業府外

山口県宇部市大字西岐波1540番地の12 代表取締役 白井義美
株式会社ぎじろくセンター0000012811 0836-51-6191 中小企業府外

（福岡県）京都府京都市伏見区竹田田中殿町75番地 代表取締役 久保孝二
株式会社グリーンクロス0000018278 605-3171 大企業府外

（支社長 高村尚宏）

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１丁目14番12号 代表取締役 杉本健司
グリーンブルー株式会社0000014686 045-322-1011 中小企業府外

岡山県岡山市北区平田117番地の120 代表取締役 荻野良
株式会社ケイエルシステム0000023542 086-244-3567 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市東山区毘沙門町43-7-207 代表取締役 宮城和光
京阪園芸株式会社0000005524 741-7541 中小企業府外 （所長 麻田卓男）

兵庫県神戸市東灘区住吉宮町2丁目19番21号 代表取締役 荒巻道洋
コーベベビー株式会社0000008398 078-854-3011 大企業府外

（東京都）京都府京都市中京区間之町通御池下ル綿屋町520-1 京ビル2号館801号室 代表取締役 梅木孝治
コーユーレンティア株式会社0000015885 222-1172 大企業府外 （所長 高尾昌寛）

大阪府和泉市テクノステージ １丁目4番20号 代表取締役 金村哲志
株式会社光明製作所0000015883 0725-51-3000 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上ル二丁目富永町338 （京阪四条河原町ビ 代表取締役社長 土方聡
国際航業株式会社0000007320 351-0530 大企業府外 ル） （支店長 芳本有正）

兵庫県神戸市灘区岩屋北町四丁目5番22号 代表取締役 浅田秀樹
株式会社コベルコＥ＆Ｍ0000021280 078-803-2901 中小企業府外

（奈良県）滋賀県大津市大江5丁目14-20 代表取締役 小山智士
小山株式会社0000004333 077-545-5221 大企業府外 （所長 松本幸久）

（宮城県）大阪府東大阪市楠根 １丁目2番31号 代表取締役 小山喜雄
株式会社小山商会0000018143 06-6745-1861 中小企業府外 （取締役支店長 清水卓巳）

大阪府大阪市中央区谷町9丁目1-18 アクセス谷町ビル8Ｆ 代表取締役 小山智士
小山メディカルサービス株式会社0000022841 06-4305-7132 中小企業府外

山梨県甲斐市西八幡4281番地4 代表取締役 秋山学
株式会社コンピュータムーブ0000022033 055-279-2731 中小企業府外

サクラインターナショナル株式会 大阪府大阪市中央区備後町1-7-3 代表取締役 妙代金幸
0000020751 06-6264-3900 大企業府外社
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兵庫県神戸市中央区播磨町21番1 代表取締役 神原忠明
株式会社さくらケーシーエス0000015934 078-391-6571 大企業府外

大阪府高槻市氷室町三丁目15番1号 代表取締役 澤村保夫
株式会社サワムラレンタル0000016694 072-692-5900 中小企業府外

（千葉県）京都府宇治市小倉町春日森19番 代表取締役社長 長妻貴嗣
三協フロンテア株式会社0000023447 0774-25-5005 大企業府外 （滋賀エリアマネージャー 中田光彦）

大阪府枚方市禁野本町 １丁目16番地1号 203 代表取締役 甘水幸男
株式会社サンクス・レント0000018135 072-840-0125 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2番3号 代表取締役 小村太一
山王スペース＆レンタル株式会社0000017205 06-6648-4150 大企業府外 （所長 田中陽介）

滋賀県彦根市南川瀬町1547番地 代表取締役 田中秀彦
株式会社シガドライウィザース0000015683 0749-25-1393 中小企業府外

沖縄県宜野湾市大山七丁目10番14号 3階 代表取締役 下地勝也
株式会社シナジー0000022592 098-988-0184 中小企業府外

（神奈川県）京都府京都市伏見区竹田三ツ杭町59 代表取締役 柴橋和弘
株式会社柴橋商会0000008255 641-1616 大企業府外

（支店長 坂東憲）

（京都府）京都府久世郡 久御山町田井 新荒見230-1 代表取締役 志摩敏樹
志摩機械株式会社0000022693 0774-48-4800 中小企業市外 （所長 松原世治）

（福岡県）福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目19番24号 大博センタービル 代表取締役 松田敏之
株式会社シンク0000015290 092-475-6311 中小企業府外 （取締役社長 丸山秀明）

シンフォニアエンジニアリング株 （三重県）大阪府東大阪市鴻池徳庵町3-65 代表取締役 高橋芳明
0000015196 06-6744-2722 中小企業府外 （取締役支社長 山田裕克）式会社

株式会社ジェイアール東海エージ （東京都）京都府京都市 南区西九条小寺町7-7 代表取締役社長 厚地純夫
0000022692 606-2466 大企業府外 （京都支社長 上ノ町清）ェンシー

（東京都）大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号 中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ19F 代表取締役社長 赤石良治
株式会社ジェイアール東日本企画0000022848 06-7663-1300 大企業府外

（上級執行役員・関西支社長 稲葉耕一）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 代表取締役 新分敬人
JA三井リース株式会社0000001015 06-6202-9368 大企業府外

（関西営業第一部長 安田匡宏）

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上る２丁目富永町338 京阪四条河原町ビル7 代表取締役社長執行役員 山北栄二郎
株式会社ＪＴＢ0000013942 365-7724 大企業府外 階 （支店長 上山裕之）

京都府舞鶴市字公文名70番地の１ 代表取締役 藤本政明
ＪＰパートナーズ株式会社0000015342 0773-77-2122 中小企業市外

（東京都）東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 取締役社長 桑田始
株式会社ＪＥＣＣ0000008275 03-3216-3962 大企業府外 （専務取締役 依田茂）

福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 МＧ薬院ビル 代表取締役 時津孝康
株式会社ジチタイアド0000014665 092-716-1401 中小企業府外

東京都港区芝浦3丁目11番13号 代表取締役 間瀬雷奈
株式会社ジャパン・エモーション0000023694 03-5444-1188 中小企業府外

兵庫県神戸市西区玉津町高津橋467番地1 代表取締役 加護洋一
ジャパンレントオール株式会社0000017459 078-917-7710 中小企業府外
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富山県砺波市千代176番地の1 代表取締役 今川健治
株式会社上智0000012670 0763-33-2085 大企業府外

東京都港区北青山3-3-7 第一青山ビル3Ｆ 代表取締役 三浦洋一
株式会社スマートボックス0000021948 03-5413-5861 中小企業府外

京都府長岡京市神足麦生11 代表取締役 荒井隆志
有限会社スマイルケア0000021024 951-2340 中小企業市外

（神奈川県）大阪府大阪市中央区瓦町三丁目1番15号 旭洋ビル5階 代表取締役 沖津進一
株式会社青菱コミュニティ0000017310 06-4708-6162 中小企業府外 （所長 田中和幸）

（福岡県）大阪府大阪市中央区城見1-3-7 松下ＩＭＰビル２１Ｆ 代表取締役 坂本賢治
総合メディカル株式会社0000023128 06-6966-0671 大企業府外 （営業部長 大木慶治）

東京都港区海岸一丁目7番1号 代表取締役 今井康之
ソフトバンク株式会社0000019570 03-6889-2699 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区今橋四丁目1番1号 代表取締役 西川光一
タイムズ24株式会社0000016667 06-6202-8924 大企業府外

（西日本公共法人営業部長 杉山恵一郎）

（福井県）京都府京都市中京区壬生森前町6番地 代表取締役 村松健一
高石機械産業株式会社0000005189 802-0171 中小企業市外

（取締役執行役員社長 國井孝泰）

大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番19号 代表取締役 高木健
タカギエレクトロニクス株式会社0000005847 06-6209-3331 中小企業府外

大阪府吹田市江坂町５丁目6番10号 代表取締役 高野哲夫
株式会社タカノ0000014661 06-6369-0111 中小企業府外

愛知県名古屋市千種区千種通七丁目25番地の1 代表取締役 渡邊智浩
株式会社タスクールPlus0000022586 052-753-7589 中小企業府外

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

（大阪府）京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町316番地 代表取締役 北哲弥
大和リース株式会社0000003882 320-5150 大企業府外

（支店長 大林徳丈）

（東京都）大阪府大阪市淀川区木川東4丁目8番33号 代表取締役社長 池澤嘉悟
ＴＳＰ太陽株式会社0000006098 06-6306-3150 大企業府外

（大阪支店長 杉本裕紀）

（大阪府）京都府京都市南区吉祥院西の庄西中町41番地3 代表取締役社長 西隆之
ＴＳＰ西日本株式会社0000009064 315-5224 中小企業府外 （営業所長 田中秀明）

（東京都）京都府京都市下京区二帖半敷町647 オンリー烏丸ビルengawaKYOTO 代表取締役社長執行役員 榑谷典洋
株式会社電通0000008216 366-4946 大企業府外 （関西第1ビジネスプロデュース局長前川隆弘）

（愛知県）大阪府大阪市淀川区新北野３丁目８番２号 代表取締役社長 藤田祐三
株式会社トーエネック0000005179 06-6305-2181 大企業府外 （執行役員本部長 加藤憲二郎）

（岐阜県）大阪府摂津市鳥飼本町4丁目8番9号 代表取締役 小野木孝二
株式会社トーカイ0000014019 072-653-8855 大企業府外 （支店長 鶴岡正樹）

（愛知県）愛知県春日井市細木町2丁目136番地 代表取締役 水野守道
株式会社トーカイ0000023583 0568-33-2855 中小企業府外 （取締役 長澤陽介）

京都府城陽市寺田樋尻44番地6 代表取締役 橘彰久
東海アナース株式会社0000005598 0774-53-8702 中小企業市外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0018 貸物（リース）・会場設営
0004 リース・その他

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（大阪府）大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 代表取締役 塚本博亮
東海リース株式会社0000005348 06-6352-0011 大企業府外

（支店長 高橋真一）

東京ガスエンジニアリングソリュ 東京都港区海岸一丁目2番3号 代表取締役 小西康弘
0000019988 03-6452-8470 大企業府外ーションズ株式会社

東京都千代田区神田練塀町3番地 代表取締役 馬場高一
東京センチュリー株式会社0000000833 03-5209-6615 大企業府外

岡山県岡山市南区西市116番地13 代表取締役 橋本明三
株式会社トスコ0000012790 086-243-8868 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通押小路上る秋野々町535 日土地京都ビル4F 代表取締役社長 高橋修
株式会社ナガワ0000015384 256-3501 大企業府外 （所長 森田寛昌）

大阪府東大阪市御厨中１丁目１２番２８号 代表取締役 浅田英喜
ナニワ商事株式会社0000013943 06-6787-0737 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市 城東区鴫野西 ２丁目6番8号 代表取締役 西尾公志
西尾レントオール株式会社0000010441 06-4258-1240 大企業府外

（部長 細木寿英）

（東京都）大阪府大阪市北区堂山町3番3号 日本生命梅田ビル11階 代表取締役社長 野崎進
株式会社日医リース0000022819 06-6365-7851 中小企業府外

（支店長 山本仁治）

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338 京阪四条河原町ビル3 代表取締役 鈴木範夫
日興通信株式会社0000001730 371-4434 大企業府外 Ｆ （支社長 金丸昭彦）

株式会社日産フィナンシャルサー （千葉県）大阪府大阪市北区豊崎5丁目6-10 3F 代表取締役 風間一彦
0000015973 06-6374-5123 大企業府外 （部長 高岡宏樹）ビス

京都府宇治市大久保町田原38番地1 代表取締役 坂林弘一
日商リネンサプライ株式会社0000008624 0774-43-1212 中小企業市外

（石川県）京都府京都市伏見区桃山町松平築前10-12 第二CRPビル201 代表取締役 上田秀樹
日成ビルド工業株式会社0000013858 075-604-3722 大企業府外 （支店長 中川彰吾）

日通リース＆ファイナンス株式会 （東京都）大阪府大阪市北区中津五丁目４番１０号 代表取締役 小林淳一
0000023402 06-6451-5725 大企業府外

（支店長 西田衛）社

東京都千代田区九段北1-11-5 代表取締役 高居隆章
日本カルミック株式会社0000000070 03-3230-6753 中小企業府外

（東京都）京都府京都市伏見区横大路西海道9-3 代表社員 職務執行者 本田博人
日本キャタピラー合同会社0000008446 602-9591 大企業府外 （京都営業所長 徳永明敬）

大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番24号 代表取締役 安田敏之
ニッポンレンタカー関西株式会社0000012971 06-6150-3550 中小企業府外

日本コンベンションサービス株式 東京都千代田区霞が関1-4-2 代表取締役 近浪弘武
0000013698 03-3508-1211 大企業府外会社

東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 代表取締役 内田勉
日本サンサイクル株式会社0000010459 03-3639-4911 中小企業府外

株式会社日本ビジネスデータープ 兵庫県神戸市中央区伊藤町119番地 代表取締役 池惠二
0000008970 078-332-0871 中小企業府外ロセシングセンター

大阪府大阪市淀川区西中島３丁目11-24 山よし第11ビル8Ｆ 代表取締役 岡田信二
株式会社ニューコンセプト0000022982 06-6303-1178 中小企業府外
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（東京都）大阪府八尾市東太子2丁目1番46号 代表取締役 野口修
野口株式会社0000014610 072-991-1036 中小企業府外

（所長 野口美樹）

愛知県名古屋市千種区青柳町5丁目6番地 代表取締役 平林貴
ＨＡＲＶＥＹ株式会社0000021106 052-744-1760 中小企業府外

阪急阪神マーケティングソリュー 大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号 代表取締役社長 三宅良明
0000022621 06-6373-6805 中小企業府外ションズ株式会社

東京都中央区晴海一丁目8番10号 代表取締役社長 ダニー・リスバーグ
バクスター株式会社0000008869 03-6204-3700 大企業府外

東京都新宿区新宿2-16-6 新宿イーストスクエアビル3F/4F 代表取締役 板垣瑞樹
株式会社HUMAN LIFE0000022866 03-6384-1863 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3-1 代表取締役社長 平岡昭良
ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社0000005180 06-7178-0137 大企業府外 （業務執行役員支社長 竹内裕司）

株式会社フジアビエーションシス 静岡県静岡市葵区栄町１番地の３ 代表取締役 米原愼一
0000023440 054-653-4800 中小企業府外テムズ

（滋賀県）滋賀県大津市京町３丁目4-12 代表取締役 藤野滋
藤野商事株式会社0000021564 077-535-9123 中小企業府外

（支店長 吉野隆文）

富士フイルムイメージングシステ 東京都品川区西五反田 ３丁目6番30号 代表取締役 松本考司
0000019511 03-5745-2261 中小企業府外ムズ株式会社

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 代表取締役 織田寛明
芙蓉総合リース株式会社0000000824 212-2332 大企業府外 （支店長 野本研）

奈良県大和高田市大中16番地4 竹村ビル5階 代表取締役 虎走恵介
株式会社文政0000021582 0745-23-7775 中小企業府外

（静岡県）滋賀県草津市野村２丁目10-26 ホワイトビル2階 代表取締役社長 横山哲郎
ベクセス株式会社0000018970 077-564-5133 大企業府外

（事業所長 多田隈浩史）

奈良県大和郡山市横田町595番地の1 代表取締役 北森康史
株式会社ホウワ0000010500 0743-57-8000 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市 伏見区深草 加賀屋敷町8-1 代表取締役 徳永大輔
株式会社星医療酸器関西0000017256 646-1770 中小企業府外 （所長 片桐洋介）

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外

京都府福知山市字天田391番地の乙 代表取締役 堀智章
株式会社堀通信0000015309 0773-22-1220 中小企業市外

東京都武蔵野市中町二丁目4番15号 代表取締役 岩崎則彦
株式会社ホンダファイナンス0000018208 0422-38-0640 大企業府外

（大阪府）京都府京都市南区上鳥羽堀子町33 代表取締役社長 前川貴洋
前川株式会社0000008577 075-672-0864 大企業府外 （営業統括責任者 前川貴洋）

京都府向日市鶏冠井町七反田17番地 代表取締役 吉村徹
株式会社マサミガーデン0000016025 075-922-7121 中小企業市外
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岐阜県岐阜市則松2丁目12番地1 代表取締役 森下みどり
株式会社丸善グループ0000021037 058-239-9671 中小企業府外

神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目8番地12号 代表取締役 岡本一秀
株式会社丸八真綿0000023611 045-470-8829 大企業府外

東京都港区虎ノ門 １丁目2番6号 代表取締役 丸山伸一郎
みずほ東芝リース株式会社0000008832 03-5253-6760 大企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通 錦小路上る手洗水町659 代表取締役社長 本山博史
みずほリース株式会社0000018145 223-1545 大企業府外 （支店長 石野正幸）

福井県坂井市丸岡町 熊堂第3号7番地1-13 代表取締役社長 後淳也
三谷コンピュータ株式会社0000017365 0776-67-8005 中小企業府外

三井住友トラスト・パナソニック 東京都港区芝浦一丁目2番3号 代表取締役 西野敏哉
0000001251 03-6858-9203 大企業府外ファイナンス株式会社

三井住友ファイナンス＆リース株 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 代表取締役 橘正喜
0000018194 06-6282-9555 大企業府外式会社

三菱ＨＣキャピタルオートリース （東京都）大阪府大阪市 中央区伏見町4丁目1番1号 代表取締役 池田左千夫
0000015999 06-7711-0276 大企業府外

（支店長 酒井直樹）株式会社

三菱電機フィナンシャルソリュー （東京都）大阪府大阪市福島区福島７丁目20番1号 代表取締役 深山庸
0000012684 06-6345-1771 大企業府外 （取締役支店長 岡村浩）ションズ株式会社

（愛知県）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12階 代表取締役 小林昌弘
名鉄協商株式会社0000013919 06-6302-5152 大企業府外 （支社長 梶田昌裕）

（新潟県）大阪府茨木市東奈良２丁目16番10号 代表取締役 関根聡史
明和工業株式会社0000016581 072-657-0300 中小企業府外 （所長 山本利樹）

大阪府大阪市中央区淡路町１丁目3番14号 ニュー淡路町ビル５Ｆ 代表取締役 前田義治
株式会社メドケア0000009658 06-6223-1021 中小企業府外

大阪府東大阪市高井田本通７丁目7番19号 昌利ビル 代表取締役 豊嶋貴嗣
ヤマトヨ産業株式会社0000008579 06-6788-1581 中小企業府外

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目18番2号 代表取締役 吉田篤司
株式会社ランドピア0000022516 03-3661-5633 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通油小路西入ル藤本寄町26-1 代表取締役 中村徳晴
リコーリース株式会社0000003201 223-3250 大企業府外 （支店長 池谷亘裕）

東京都港区六本木６丁目15番21号 ハークス六本木ビル 代表取締役社長 分部至郎
株式会社レイ0000021316 03-5410-3861 大企業府外

（大阪府）大阪府大阪市 西区南堀江 １丁目9-7 代表取締役 坂本貴徳
レプラスデザイン株式会社0000020172 06-6541-1400 中小企業府外 （専務取締役 岡西耕三）

（東京都）京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町51 代表取締役 浦野輝虎
株式会社レンタルのニッケン0000014572 622-7723 大企業府外 （所長 小出剛）

神奈川県横浜市中区北仲通4-40 商工中金横浜ビル5階 代表取締役 杉山浩二
株式会社LoiLo0000023149 045-228-9446 中小企業府外
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京都府木津川市 山城町綺田 渡り戸40番地1 代表取締役 山田光男
アールニーズ株式会社0000018099 0774-86-4002 中小企業市外

（兵庫県）兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21番地 代表取締役社長 中西広幸
アサヒプリテック株式会社0000004358 078-412-3556 大企業府外

（神戸事業所長 廣兼真輝）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区上鳥羽大溝町2番地 代表取締役 堀田雅之
いすゞ自動車近畿株式会社0000003221 681-6116 大企業府外 （支店長 野田智）

兵庫県尼崎市東七松町一丁目15番20号 代表取締役 泉原久人
泉興業株式会社0000008800 06-6488-5005 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西中島3丁目9番13号 代表取締役 北村正道
岩谷化学工業株式会社0000010579 06-6886-6651 中小企業府外

大阪府豊中市利倉２丁目2-5 代表取締役 上野栄利
上野自動車株式会社0000022911 06-6499-9987 中小企業府外

（大阪府）兵庫県神戸市中央区三宮町2丁目2番3号 代表取締役 逢坂直行
株式会社エスター0000023579 078-331-4571 中小企業府外

（監査役 筧展明）

京都府久世郡久御山町田井新荒見270番地1 代表取締役 山本国明
株式会社ＳＹ0000014713 0774-46-5544 中小企業市外

株式会社エヌエスイーエデュケー 大阪府大阪市北区西天満四丁目7番13号 新老松ビル1階12号室 代表取締役 砂田裕章
0000022673 06-6313-2700 中小企業府外ション

京都府八幡市下奈良名越7 代表取締役 宮本寛通
株式会社Ｍ'ｓ0000022628 982-7589 中小企業市外

兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目１７番地 代表取締役 大本知昭
大本紙料株式会社0000016656 078-857-2222 中小企業府外

京都府八幡市下奈良小宮7 代表取締役 濱田篤介
オカガミ株式会社0000019981 075-981-8301 中小企業市外

大阪府大阪市西淀川区中島二丁目8番4号 代表取締役 横川博昭
株式会社オグラ0000022224 06-6473-5230 中小企業府外

大阪府大阪市 西淀川区大和田 一丁目2番7号 代表取締役 小倉清和
小倉商事株式会社0000019569 06-6472-4561 中小企業府外

愛知県名古屋市中村区則武本通三丁目31番地 代表取締役 大原照平
株式会社大原ガラスリサイクル0000009043 052-461-2151 中小企業府外

愛知県名古屋市昭和区円上町4番12号 代表取締役 板頭眞智子
株式会社川上キカイ0000023627 049-288-3201 中小企業府外

大阪府大阪市中央区本町1丁目8番12号 代表取締役 長沼陽二
環境衛生薬品株式会社0000008433 06-6267-8910 中小企業府外

大阪府豊中市服部本町2丁目8番19号 代表取締役 戸梶創
関西水道用品株式会社0000010309 06-6863-6764 中小企業府外

兵庫県神戸市 須磨区禅昌寺町 １丁目37-5 代表取締役 戸上一彦
有限会社キット企画0000016699 078-224-4328 中小企業府外
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京都府城陽市久世荒内160番地2 京阪ビル内 代表理事 中谷清徳
京都府再資源化事業協同組合0000009738 0774-55-9891 中小企業市外

協同組合大阪再生資源業界近代化 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目4番2号 コシカイカン内 代表理事 橘重久
0000023539 06-6191-6432 中小企業府外協議会

大阪府高槻市唐崎南2丁目5番1号 代表取締役 中村昌延
共和紙料株式会社0000023570 072-678-0858 中小企業府外

大阪府枚方市尊延寺741-1 代表取締役 松下竜樹
有限会社キンキオートバイ0000022303 072-859-6655 中小企業府外

大阪府東大阪市渋川町四丁目5番28号 代表取締役社長 安達良紀
クラスターテクノロジー株式会社0000022294 06-6726-2711 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区間之町通御池下ル綿屋町520-1 京ビル2号館801号室 代表取締役 梅木孝治
コーユーレンティア株式会社0000015885 222-1172 大企業府外 （所長 高尾昌寛）

（神奈川県）愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階2520号室 代表取締役 岩本守
興栄商事株式会社0000022847 052-856-2968 中小企業府外

（営業部長 加藤克己）

京都府長岡京市今里向イ芝9番地17 代表取締役 酒井義
株式会社ＳＡＫＡＩＭＥＴＡＬ0000022045 075-335-0223 中小企業市外

東京都千代田区内神田２丁目3番4号 代表取締役 小澤純史
サミットエナジー株式会社0000004618 03-6370-3310 大企業府外

東京都江戸川区東葛西三丁目17番41号 代表取締役 河原林令典
三洋商事株式会社0000020469 03-6808-2171 大企業府外

京都府木津川市山城町綺田川久保17-1 代表取締役 坂東雅樹
株式会社信栄商会0000023243 0774-34-0245 中小企業府外

滋賀県野洲市三上2558 代表取締役 中村重男
進幸金属興業株式会社0000008563 077-518-1102 中小企業府外

京都府八幡市八幡久保田1番地 代表取締役 中村昌弘
信和商事株式会社0000011971 981-2657 中小企業市外

福井県敦賀市若泉町1番地 代表取締役社長 波多野和浩
ＪＸ金属敦賀リサイクル株式会社0000018778 0770-22-5566 中小企業府外

（東京都）東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 取締役社長 桑田始
株式会社ＪＥＣＣ0000008275 03-3216-3962 大企業府外 （専務取締役 依田茂）

兵庫県神戸市中央区筒井町２丁目3-18 住友博匡
住友リサイクル0000018696 078-271-9280 中小企業府外

千葉県千葉市花見川区犢橋町1572-1 代表取締役 中原恵子
株式会社誠宇ジャパン0000023415 043-298-5430 中小企業府外

大阪府箕面市牧落3-18-25 代表 小畠達也
太陽管財0000021335 072-725-4455 中小企業府外

大阪府大阪市城東区中浜 ２丁目11番11号 代表取締役 高橋義男
株式会社タカハシ0000010171 06-6961-5463 中小企業府外

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0019 不用物品売却
0001 不用物品売却

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府八幡市上奈良日ノ尾1番地の7 代表取締役 安田奉春
株式会社大剛0000004207 983-8280 中小企業市外

大阪府大阪市平野区背戸口２丁目12番20号 代表取締役 中池一仁
株式会社大和化銀0000022644 06-6702-6108 中小企業府外

富山県富山市八町7994番地の1 代表取締役 宮腰徹
中越バス販売株式会社0000012755 076-427-1100 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

兵庫県伊丹市北伊丹7-90-2 代表取締役社長 相馬宏至
株式会社ＴＣＥ0000020739 072-771-2140 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市東淀川区西淡路一丁目15番3号 代表取締役 林輝
輝達商事株式会社0000023166 06-6195-6217 中小企業府外 （浜岡和彦）

愛知県知多郡東浦町大字藤江字ヤンチャ28-1 代表取締役 今津真治
トーエイ株式会社0000014726 0562-83-3880 中小企業府外

株式会社トーヨー養父バイオエネ 兵庫県養父市大薮１１５３番地３ 代表取締役 岡田吉充
0000022898 079-666-8104 中小企業府外ルギー

（大阪府）滋賀県湖南市岩根136番地82 代表取締役 北川慎太郎
東洋カレット株式会社0000012758 0748-75-3141 中小企業府外 （代表取締役 北川慎太郎）

大阪府高槻市北大樋町45番1号 代表取締役 徳山仁守
有限会社徳山産業0000011862 072-672-0050 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市伏見区深草西浦町七丁目18番地1 代表取締役 前田晋二
都市クリエイト株式会社0000002822 623-5688 大企業府外 （支店長 高尾昌城）

大阪府大阪市中央区内本町１丁目1番6号 内本町Ｂ＆Ｍビル6階 代表社長 帳立杰
合同会社中村商事0000020509 06-4792-7598 中小企業府外

滋賀県愛知郡愛荘町長野328番地の2 代表取締役 木村啓孝
日鉄萬金属株式会社0000014718 0749-42-5245 中小企業府外

滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号 代表取締役 松本元春
日本電気硝子株式会社0000022226 077-537-1700 大企業府外

東京都港区南青山一丁目1番1号 代表取締役 蔵前浩
日本エアロスペース株式会社0000008225 03-5785-5997 大企業府外

東京都品川区東品川二丁目3番12号 代表取締役 家近茂
日本システムケア株式会社0000018789 03-6228-1010 中小企業府外

富山県高岡市伏木1丁目1番地1 代表取締役社長 高倉康氏
日本総合リサイクル株式会社0000021765 0766-45-0100 中小企業府外

大阪府大阪市住之江区北加賀屋３丁目2番18号 代表取締役 中道史和
株式会社阪神マテリアル0000020781 06-6681-1900 中小企業府外

広島県広島市安佐南区緑井一丁目5番1号 代表取締役 梶間央士
バイオ燃料技研工業株式会社0000022363 082-879-6304 中小企業府外

佐賀県鳥栖市藤木町10番地30 代表取締役 濱武康司
株式会社パクス0000022613 0942-81-4649 中小企業府外
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（東京都）大阪府大阪市西淀川区歌島44-13 代表取締役社長 上田満弘
株式会社パシフィックネット0000018793 06-6471-1441 大企業府外

（支店長 杉研也）

東京都台東区松が谷1-3-5 代表取締役 河田雄二
株式会社日立オートサービス0000019538 03-5830-8661 大企業府外

岡山県岡山市北区下中野347番地104 代表取締役 平林実
平林金属株式会社0000020191 086-246-0011 中小企業府外

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

千葉県柏市泉1215番地 代表取締役 ナワズカン・アサド
株式会社ＦａｉｒＭｅｄｉｃａｌ0000020165 04-7199-7460 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区生玉前町3番25号 代表取締役 平尾和雄
株式会社フクショー0000022233 06-4302-5620 中小企業府外

大阪府八尾市西高安町 ５丁目32-4 取締役 平尾道哉
有限会社福商リサイクル0000018237 072-995-3196 中小企業府外

千葉県四街道市長岡335-25 代表取締役 中西毅
富士サンケイトレード株式会社0000022629 043-421-2868 中小企業府外

株式会社富士通マーケティング・ （東京都）京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1 代表取締役 福田耕一
0000010286 252-9787 中小企業府外 （部長 吉田昌史）オフィスサービス

静岡県富士市川成島111番地1 代表取締役 前嶋昌見
富士バス販売株式会社0000009621 0545-61-2973 中小企業府外

静岡県富士市伝法944-3 代表取締役 遠藤敬明
芙蓉バス販売株式会社0000015987 0545-71-8191 中小企業府外

東京都中央区日本橋室町4-3-18 東京建物室町ビル8Ｆ 代表取締役 榊彰一
株式会社ブロードリンク0000018176 03-3516-8777 大企業府外

兵庫県神戸市長田区若松町三丁目1番2号 アスタピア新長田駅前通り 107の3号室 代表取締役 西岡和教
有限会社鳳鳴0000022322 078-754-7200 中小企業府外

大阪府東大阪市新町22番15号 代表取締役 辻西正博
株式会社ホクセツ0000020157 072-986-0644 中小企業府外

兵庫県神戸市 東灘区住吉浜町17‐8 代表取締役 松田禎一
マツダ株式会社0000017458 078-851-2213 中小企業府外

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 代表取締役 松田芳明
松田産業株式会社0000016018 03-3993-7532 大企業府外

神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目8番地12号 代表取締役 岡本一秀
株式会社丸八真綿0000023611 045-470-8829 大企業府外

東京都千代田区大手町一丁目4番2号 代表取締役 須田彰
丸紅新電力株式会社0000016023 03-3282-4788 中小企業府外

滋賀県甲賀市水口町松尾502番地の18 代表取締役 小山浩
株式会社水口テクノス0000020742 0748-62-1959 中小企業府外

（石川県）大阪府大阪市西淀川区中島２丁目12番45 代表取締役 岡村昇
ミナミ金属株式会社0000021774 06-6472-0111 中小企業府外 （センター長 中野健太郎）
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大阪府大阪市此花区島屋1-1-5 シティーホームＫＥＮ102号 美馬敏孝
ミハルステーション0000020518 090-8933-9449 中小企業府外

福岡県福岡市中央区大名２丁目9-35 トウセン天神ビル8F 代表取締役 黒木英隆
株式会社メディエイター0000020199 092-738-0900 中小企業府外

大阪府大阪市東住吉区桑津４丁目1-5 代表者 山縣勝彦
綜合企画 ヤマカツ自販0000022839 06-6714-9950 中小企業府外

大阪府堺市堺区出島西町3番地13 代表取締役 小村佳代子
株式会社ヤマサ0000008250 072-244-4067 中小企業府外

愛知県小牧市大字三ツ渕字西池田195番地の1 代表取締役 山本茂
ヤマショー金属株式会社0000023191 0568-73-4028 中小企業府外

京都府綴喜郡井手町井手川久保33番地の2 代表取締役 新井純一
株式会社山新商会0000023544 0774-82-7401 中小企業市外

（神奈川県）大阪府吹田市南金田2-8-4 代表取締役 比嘉賢太郎
横浜金属商事株式会社0000019847 06-6155-8340 中小企業府外

（取締役 鈴木大輔）

東京都千代田区岩本町三丁目１０番４号 代表取締役 大橋歳幸
リーテック株式会社0000022912 03-6673-2149 中小企業府外

神奈川県愛甲郡愛川町角田1070番地1 代表取締役 西谷敬一
和光金属株式会社0000021574 046-205-5201 中小企業府外
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京都府宇治市槇島町清水28番地 代表取締役 高城浩亮
アートトランジット株式会社0000021319 0774-26-7088 中小企業市外

大阪府大阪市 中央区城見１丁目2番27号 クリスタルタワー１６階 代表取締役 寺田政登
アート引越センター株式会社0000010242 06-6946-0123 大企業府外

兵庫県西宮市江上町1番2号 代表取締役 大谷彰宏
アールシースタッフ株式会社0000022019 0798-34-5561 大企業府外

東京都港区海岸２丁目4番2号 代表取締役社長 村田年正
株式会社アサヒセキュリティ0000015575 03-5441-8383 大企業府外

大阪府大阪市西区阿波座1丁目3番15号 JEI西本町ビル7階 代表取締役社長 大嶋禎
株式会社アド・ダイセン0000022273 06-6534-2212 中小企業府外

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

兵庫県尼崎市東七松町一丁目15番20号 代表取締役 泉原久人
泉興業株式会社0000008800 06-6488-5005 中小企業府外

大阪府大阪市 中央区平野町 ２丁目4番12号 平二ビル6Ｆ 代表取締役 櫛部隆行
伊藤喜ベストメイツ株式会社0000019262 06-6223-3739 中小企業府外

インターナショナルエクスプレス （東京都）大阪府大阪市大正区鶴町２丁目20番58号 代表取締役 原学
0000019941 06-6554-7000 大企業府外 （取締役支店長 角俊一）株式会社

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町8 京都三井ビルディング6階 代表取締役社長 菅谷とも子
ＡＮＡあきんど株式会社0000023113 050-3755-1078 大企業府外 （支店長 山下肇）

株式会社ＨＹＫヒューマンサポー 東京都中央区日本橋本石町3丁目2番地3号 日本橋オリーブビル3階 代表取締役 大貫和彦
0000023541 03-6262-1183 中小企業府外ト

（東京都）京都府京都市伏見区横大路千両松町97 代表取締役 角本高章
ＳＧムービング株式会社0000020499 623-1310 中小企業府外 （所長 渋谷能宏）

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 代表取締役 鎌田正彦
ＳＢＳロジコム株式会社0000021245 050-1741-3216 大企業府外

株式会社ＮＸワンビシアーカイブ （東京都）大阪府大阪市中央区瓦町２丁目2番7号 代表取締役 林田直也
0000004624 06-6232-2400 大企業府外

（支店長 藤塚浩二）ズ

（岡山県）京都府京都市南区上鳥羽角田町6 代表取締役 原田和充
岡山県貨物運送株式会社0000018074 691-3181 大企業府外 （所長 中村和人）

大阪府大阪市西淀川区中島二丁目8番4号 代表取締役 横川博昭
株式会社オグラ0000022224 06-6473-5230 中小企業府外

大阪府大阪市 西淀川区大和田 一丁目2番7号 代表取締役 小倉清和
小倉商事株式会社0000019569 06-6472-4561 中小企業府外

（東京都）東京都江東区枝川２丁目８番７号 代表取締役 加藤英輔
カトーレック株式会社0000015888 03-5632-5555 中小企業府外 （支店長 森誠）

京都府八幡市上津屋西久保120番地 代表取締役 土田大輔
株式会社キョウトプラス0000022320 075-971-3150 中小企業市外

ギャラクシーコーポレーション株 神奈川県横浜市港北区大豆戸町358番地7 代表取締役 西尾航希
0000022676 045-432-3344 中小企業府外式会社
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滋賀県栗東市出庭1817-2 代表 深井吉宏
クリニート0000023546 077-521-8450 中小企業府外

グローバルトランスポート株式会 愛知県名古屋市 熱田区四番 １丁目10-4 代表取締役 川村悦久
0000019994 052-678-6777 中小企業府外社

岡山県岡山市中区さい東町2丁目2番5号 代表取締役 原田竜一郎
株式会社グロップ0000018845 086-273-2369 大企業府外

京都府亀岡市篠町 篠 向谷10番 代表取締役社長 阪本和宏
京阪京都交通株式会社0000017265 0771-22-3434 大企業市外

滋賀県甲賀市甲賀町 大原市場922番地 代表取締役 北角治太
甲陽興産株式会社0000020719 0748-88-5380 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市伏見区竹田中川原町383 代表取締役社長 田島哲康
株式会社サカイ引越センター0000014637 647-9939 大企業府外 （西日本本部長 立川睦史）

佐川グローバルロジスティクス株 東京都品川区勝島1丁目1番1号 代表取締役社長 山本将典
0000023229 03-3768-8501 大企業府外式会社

滋賀県草津市穴村町79-2 代表取締役 大塚隆司
滋賀センコー運輸整備株式会社0000019258 077-568-2600 中小企業府外

滋賀県長浜市醍醐町291番地1 代表取締役 喜田全恵
滋賀中央観光バス株式会社0000019485 0749-74-2525 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区芝田１丁目1番4号 阪急ターミナルビル14F 代表取締役 西原克年
株式会社島津理化0000000431 06-6375-2551 中小企業府外 （支店長 江波戸幸博）

大阪府摂津市鳥飼中2-8-29 代表取締役 澤田一
株式会社シンワ・アクティブ0000022268 072-654-0172 中小企業府外

大阪府大阪市平野区長吉川辺三丁目12番8号 代表取締役 中西雅美
ＪＳ関西株式会社0000023195 06-6705-2900 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市 中央区北浜 ３丁目2番25号 京阪淀屋橋ビル 代表取締役兼社長執行役員 中井昌之
株式会社ＪＴＢ京阪トラベル0000012803 06-4706-3230 中小企業府外

（所長代行 金森健治）

東京都港区虎ノ門一丁目21番17号 代表取締役ＣＥＯ 中島直樹
株式会社ＪＰメディアダイレクト0000023571 03-5157-6071 大企業府外

東京都千代田区東神田2丁目5番15号 代表取締役社長 五十君猛
ジェイフィルム株式会社0000010145 03-3862-9330 大企業府外

セイノースーパーエクスプレス株 （東京都）京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町1番地 代表取締役 増田敦
0000020473 622-0627 中小企業府外 （所長 森田実）式会社

（岐阜県）京都府京都市南区東九条南石田町70 取締役社長 小寺康久
西濃運輸株式会社0000009260 06-4802-3022 中小企業府外 （支店長 永澤佳典）

東京都新宿区高田馬場一丁目31番18号 代表取締役 高木惠理
株式会社セルート0000018944 03-5285-5080 中小企業府外

大阪府摂津市東別府 ３丁目8番32号 代表取締役 石川收
千里山バス株式会社0000017355 06-6340-1177 中小企業府外

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外
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広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（東京都）大阪府門真市三ツ島5-36-1 代表取締役 山本克彦
株式会社ディーエムエス0000020779 072-883-3300 大企業府外 （取締役執行役員大阪支社長 坂本清志）

（愛知県）愛知県春日井市細木町2丁目136番地 代表取締役 水野守道
株式会社トーカイ0000023583 0568-33-2855 中小企業府外 （取締役 長澤陽介）

（大阪府）京都府京都市伏見区深草西浦町七丁目18番地1 代表取締役 前田晋二
都市クリエイト株式会社0000002822 623-5688 大企業府外 （支店長 高尾昌城）

（愛知県）大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39 新大阪ＮＫビル２Ｆ 代表取締役社長 二神一
中日本航空株式会社0000007644 06-6152-5651 大企業府外 （支店長 遠藤孝浩）

（東京都）京都府京都市下京区東塩小路高倉町2番1 代表取締役 堀切智
日本通運株式会社0000008192 606-1102 大企業府外

（支店長 岡本俊一）

（東京都）京都府京都市中京区三条通東洞院東入る菱屋町30番地 代表取締役社長 衣川和秀
日本郵便株式会社0000015348 255-1113 大企業府外

（中京郵便局長 矢田公明）

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区生玉前町3番25号 代表取締役 平尾和雄
株式会社フクショー0000022233 06-4302-5620 中小企業府外

滋賀県大津市苗鹿１丁目1-17 代表取締役 藤田好紀
フジカ株式会社0000018182 077-548-8191 中小企業府外

宮城県黒川郡 大和町杜の丘 ３丁目2番地の6 代表取締役 小関朋宏
ブルームビルド株式会社0000020174 022-346-7498 中小企業府外

大阪府東大阪市荒本北2-6-21 代表取締役 西山一郎
株式会社プリント・キャリー0000022283 06-6747-5656 中小企業府外

（大阪府）京都府京田辺市三山木 大南山36番5号 代表取締役 山下勝
株式会社ホープ0000009357 0774-68-2277 中小企業府外

（営業所長 山下文子）

奈良県大和郡山市横田町595番地の1 代表取締役 北森康史
株式会社ホウワ0000010500 0743-57-8000 中小企業府外

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外

大阪府守口市南寺方東通４丁目23番18号 代表取締役 南野成朋
株式会社ミナミノ0000021570 06-6996-3366 中小企業府外

京都府南丹市美山町鶴ヶ岡橋戸20番地1 代表取締役 川勝淳弌
有限会社美山観光バス0000011898 0771-76-9060 中小企業市外

（愛知県）京都府京都市下京区四条通新町東入月鉾町62 住友生命京都ビル６F 代表取締役 大西哲郎
名鉄観光サービス株式会社0000015338 255-2211 大企業府外 （支店長 上本祐司）

東京都江東区南砂七丁目12番4号 東東京流通センターB棟6階 代表取締役 氏原賢二
名鉄ゴールデン航空株式会社0000022888 03-6458-4951 中小企業府外
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（東京都）京都府久世郡久御山町西一口西池5-3 代表取締役社長 長尾裕
ヤマト運輸株式会社0000022609 633-2603 大企業府外

（主管支店長 福田明久）

東京都千代田区大手町２丁目2番1号 新大手町ビル４階 代表取締役 三ツ木研二
株式会社ロジクエスト0000023172 03-3510-6290 中小企業府外
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株式会社アクト音響振動調査事務 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目6番29号 代表取締役 山本浩之
0000013956 06-6305-2620 中小企業府外所

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地 （明治安田生命京都ビ 代表取締役 畠山仁
アジア航測株式会社0000001109 254-0447 大企業府外 ル7Ｆ） （支店長 土川忠士）

大阪府羽曳野市伊賀５丁目1番4号 代表取締役 黒川洋
株式会社アスウェル0000018103 072-939-7861 中小企業府外

（東京都）京都府京都市南区唐橋門脇町6番地1 代表取締役社長 戸部浩介
アドバンテック東洋株式会社0000010252 693-2070 大企業府外 （京都営業所所長 稲垣美都雄）

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 代表取締役 浜田和成
イオンディライト株式会社0000013920 06-7660-7290 大企業府外 （支社長 西川和伸）

兵庫県加古川市上荘町薬栗27番地の1 代表取締役 木下一成
株式会社一成0000022800 079-428-0682 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市住之江区南港北一丁目24番22号 代表取締役社長 田畑彰久
いであ株式会社0000007554 06-4703-2812 大企業府外

（専務取締役支社長 冨士原優次）

伊藤忠アーバンコミュニティ株式 （東京都）東京都中央区7-1日本橋本町２丁目7番1号 代表取締役社長 深城浩二
0000021603 03-3662-5100 大企業府外

（ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員）会社

大阪府大阪市淀川区西中島3丁目9番13号 代表取締役 北村正道
岩谷化学工業株式会社0000010579 06-6886-6651 中小企業府外

（大阪府）大阪府枚方市中宮大池2丁目10番1号 代表取締役 道志年章
エア・ウォーター西日本株式会社0000023561 072-840-1564 大企業府外 （所長 北之防豊）

兵庫県加西市網引町2001番地39 代表取締役 芝本忠雄
株式会社ＨＥＲ0000023646 0790-49-3220 中小企業府外

株式会社ＨＹＫヒューマンサポー 東京都中央区日本橋本石町3丁目2番地3号 日本橋オリーブビル3階 代表取締役 大貫和彦
0000023541 03-6262-1183 中小企業府外ト

東京都品川区西五反田１丁目31-1 代表取締役 阿部健治
英和株式会社0000006913 06-6539-4801 大企業府外

大阪府大東市三箇４丁目18番18号 代表取締役 岡屋敷豊
エスク株式会社0000015849 072-871-1065 中小企業府外

（愛知県）大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目15番23号 フォレスト阿倍野905号 代表取締役 塩崎敦子
株式会社エステム0000015409 06-6626-3610 大企業府外 （大阪営業所長 野間口博史）

東京都千代田区飯田橋3丁目11番20号 ＳＰビル 代表取締役 安良岡洋介
株式会社エスピー研0000008029 03-3239-0071 中小企業府外

（広島県）大阪府大阪市西淀川区姫島５丁目4番10号 代表取締役 長田智久
株式会社エヌ・イーサポート0000015840 06-6472-9772 中小企業府外 （支店長 大下展正）

（東京都）大阪府吹田市垂水町2-36-27 代表取締役 須磨重孝
エヌエス環境株式会社0000007561 06-6310-6222 大企業府外 （支社長 鈴木拓哉）

株式会社エフウォーターマネジメ （滋賀県）京都府京都市中京区東洞院通り蛸薬師下ルエステートビル四条烏丸5F 代表取締役 岡本伸康
0000007342 256-1076 中小企業府外 （所長 小嶋政宏）ント

（兵庫県）兵庫県尼崎市大浜町２丁目30番地 代表取締役 草野晋平
株式会社ＭＣエバテック0000015266 06-6416-5200 大企業府外 （営業部長兼西日本営業所長 田中浩史）
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大阪府摂津市庄屋１丁目8-11 代表取締役 山本王明
株式会社エルエフ関西0000020523 06-6170-9875 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町680 代表取締役 辻本茂
株式会社オオバ0000000647 351-6155 大企業府外

（所長 藤本靖央）

（東京都）大阪府大阪市 中央区備後町 １丁目7番10号 代表取締役 鼻戸勝紀
大林ファシリティーズ株式会社0000010004 06-4964-1651 中小企業府外 （取締役副社長執行役員大阪支店長 森良史）

オリオン・ラドセーフメディカル 東京都品川区西五反田２丁目12番19号 代表取締役 原邦彦
0000013752 03-5759-6011 中小企業府外株式会社

大阪府大阪市中央区本町1丁目8番12号 代表取締役 長沼陽二
環境衛生薬品株式会社0000008433 06-6267-8910 中小企業府外

（東京都）愛知県名古屋市中区栄二丁目15番10号 ESSE SAKAE 5D 代表取締役社長 水落憲吾
株式会社環境管理センター0000007592 052-229-1081 大企業府外 （所長 吉田和弘）

（愛知県）大阪府大阪市浪速区幸町二丁目3番3号 宮井ＯＭオフィスビル501 代表取締役 金田哲夫
株式会社環境公害センター0000023647 06-6575-9891 中小企業府外

（支店長 山本亨）

京都府相楽郡精華町光台二丁目3番9 代表取締役 西山勝栄
株式会社環境総合リサーチ0000004269 0774-41-0200 中小企業市外

兵庫県高砂市荒井町新浜1丁目2番1号 代表取締役 井川清光
株式会社環境ソルテック0000010109 0794-43-6508 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町596番地 エスメラルダ709 代表取締役 谷口智之
株式会社かんこう0000007326 075-746-7606 中小企業府外 （支店長 松田昌之）

一般財団法人関西環境管理技術セ 大阪府大阪市西区川口2丁目9番10号 理事長 小林啓
0000000565 06-6583-3262 中小企業府外ンター

大阪府大阪市中央区安土町1丁目3番5号 代表取締役社長 大石富彦
株式会社ＫＡＮＳＯテクノス0000007437 06-6263-7306 大企業府外

愛媛県松山市三番町四丁目9番地5 代表取締役社長 別府幹雄
株式会社ガバメイツ0000022017 089-968-2075 大企業府外

（福島県）大阪府大阪市 中央区島之内 １丁目21-19 オリエンタル堺筋ビル6F 代表取締役 吾妻学
キョウワプロテック株式会社0000014026 06-7711-1911 中小企業府外

（大阪事業所長 湯浅義浩）

滋賀県大津市別保１丁目15番4号 代表取締役 小田浩生
株式会社近畿分析センター0000010329 077-534-0651 中小企業府外

クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式 大阪府大阪市中央区船場中央２丁目2番5-233号 代表取締役 河谷幸生
0000021362 06-6121-2329 大企業府外会社

滋賀県栗東市出庭1817-2 代表 深井吉宏
クリニート0000023546 077-521-8450 中小企業府外

大阪府大阪市中央区南船場一丁目17番11号 上野BRビル 代表取締役 岡村雅明
株式会社グリーンエコ0000010125 06-6484-5571 中小企業府外

大阪府堺市中区深井清水町3761番地 代表取締役 高村憲明
株式会社ＫＧＳ0000008036 072-279-6770 中小企業府外

（奈良県）京都府木津川市相楽城西71番地1-225 代表取締役 寺嶋圭一
株式会社ＫＢＳ0000023223 050-3619-9902 中小企業府外 （所長 寺嶋伊代子）
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大阪府富田林市錦織南２丁目9番2号 代表取締役 浅野昭
株式会社ケイ・エス分析センター0000015414 0721-20-5611 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市左京区田中上柳町25-3 京阪出町柳ビル 代表取締役 内田茂信
京阪ビルテクノサービス株式会社0000005806 706-8650 中小企業府外

（営業所長 塩谷晋司）

株式会社建設環境コンサルティン （大阪府）大阪府大阪市中央区北浜東4番33号 代表取締役 山下敏之
0000007950 06-4791-3151 中小企業府外 （大阪支店長 西達樹）グ

（東京都）京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680番地 代表取締役社長 中村哲己
株式会社建設技術研究所0000007310 075-353-7088 大企業府外 （所長 秋月憲夫）

滋賀県甲賀市甲賀町 大原市場922番地 代表取締役 北角治太
甲陽興産株式会社0000020719 0748-88-5380 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上ル二丁目富永町338 （京阪四条河原町ビ 代表取締役社長 土方聡
国際航業株式会社0000007320 351-0530 大企業府外 ル） （支店長 芳本有正）

兵庫県神戸市灘区岩屋北町四丁目5番22号 代表取締役 浅田秀樹
株式会社コベルコＥ＆Ｍ0000021280 078-803-2901 中小企業府外

大阪府大阪市中央区和泉町１丁目1番14号 代表取締役 方山典優
株式会社サンメンテナンス0000009518 06-4791-0100 中小企業府外

（福井県）京都府京都市下京区高辻通室町西入繁昌町295番地1 代表取締役 奥居淳
株式会社サンワコン0000007394 075-353-8101 大企業府外 （支店長 小田豊和）

大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号 代表取締役社長 山根伸之
株式会社ＣＴＩウイング0000015119 06-6226-1400 中小企業府外

（兵庫県）滋賀県栗東市出庭2004-1 代表取締役 安藤和正
株式会社城山0000013059 077-599-1727 中小企業府外 （所長 今井貴介）

（東京都）大阪府大阪市住之江区南港北１丁目24番22号 代表取締役 川岸邦充
新日本環境調査株式会社0000021050 06-4703-2636 中小企業府外 （取締役西日本支店長 石野哲）

大阪府大阪市港区市岡元町3丁目3番16号 代表取締役 荒牧太郎
新日本美風株式会社0000008607 06-6582-1353 中小企業府外

ジェイアール西日本コンサルタン 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目４番２０号 代表取締役 土肥弘明
0000007499 06-6303-6971 中小企業府外ツ株式会社

大阪府大阪市北区豊崎三丁目19番3号 代表取締役社長 松岡俊宏
株式会社ＪＲ西日本テクノス0000023143 06-7223-8765 中小企業府外

住友電工テクニカルソリューショ （大阪府）大阪府大阪市此花区島屋１-１-３ 代表取締役社長 松本幸二
0000013881 06-6466-6517 中小企業府外 （西部統括部長 島田幸治）ンズ株式会社

（愛知県）京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町391 代表取締役 筒井康仁
株式会社創建0000016206 075-585-5756 中小企業府外 （支店長 渋谷匠）

（東京都）京都府京都市伏見区京町５丁目94番地 代表取締役 横山隆二郎
株式会社総合環境計画0000007690 075-623-4381 中小企業府外 （所長 赤井裕）

大阪府大阪市阿倍野区美章園一丁目8番20号 代表取締役 福島準一朗
ソシオエンジニアリング株式会社0000015896 06-6626-3070 中小企業府外

大阪府大阪市大正区千島1丁目29番59号 代表取締役 萩原敏仁
有限会社大正軌道建設0000017590 06-6555-5553 中小企業府外
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（東京都）京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町 625番地 東京建物四条烏丸ビルW 代表取締役会長兼社長 狩野伸彌
太平ビルサービス株式会社0000008383 213-5792 大企業府外 EST3階 （支店長 松田栄太朗）

大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号 代表取締役 高橋靖彦
株式会社タツタ環境分析センター0000008827 06-6725-6688 中小企業府外

京都府福知山市東羽合町164番地 代表取締役 新庄昭仁
株式会社丹新ビルサービス0000013954 0773-24-4602 中小企業市外

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

大阪府枚方市出口3丁目1番20号 代表取締役 吉原毅
大建管理株式会社0000014730 072-834-2927 中小企業府外

大阪府大阪市中央区平野町１丁目8-8 代表取締役 藤原幹大
ダイネツ環境リサーチ株式会社0000022915 06-4300-3760 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 代表取締役 波多江裕之
大和不動産鑑定株式会社0000001717 257-1455 中小企業府外

（京都支社長 小村直之）

（東京都）大阪府高槻市芥川町一丁目15番18号 ミドリ芥川ビル 代表取締役 高塚敏
株式会社地域環境計画0000014431 072-684-3182 中小企業府外

（大阪支社長 印部善弘）

東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 代表取締役 笹井幹夫
株式会社知識経営研究所0000015225 03-5442-8421 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区東塩小路町690番地6 代表取締役社長 田中誠
中央開発株式会社0000002597 352-1890 大企業府外 （所長 三嶋信裕）

（東京都）京都府京都市伏見区桃山最上町34-3 代表取締役 根岸政夫
株式会社中央クリエイト0000012969 748-6716 中小企業府外 （取締役 足立智司）

（大阪府）京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3 大同生命京都ビル 代表取締役社長 兼塚卓也
中央復建コンサルタンツ株式会社0000001023 231-6410 大企業府外 （所長 尾川憲市）

（広島県）大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1-5 代表取締役 福馬聡之
中外テクノス株式会社0000007967 06-4965-0022 中小企業府外

（支社長 永曽将人）

（東京都）大阪府大阪市西区新町二丁目20番6号 代表取締役社長 野本昌弘
株式会社長大0000007336 06-6541-5793 大企業府外

（支社長 香川昭之介）

（岐阜県）大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目18番27号 代表取締役 中嶋徹
株式会社テイコク0000019177 06-6829-6920 大企業府外 （支店長 田澤義之）

（東京都）大阪府茨木市南目垣１丁目4番1号 代表取締役 塚野和夫
帝人エコ・サイエンス株式会社0000007660 072-646-5106 大企業府外 （所長 濱元弘実）

株式会社デイケイケイサービス関 大阪府門真市宮前町1番6号 代表取締役 今吉雅之
0000000717 072-885-0261 中小企業府外西

株式会社ディンズ環境分析センタ 三重県伊賀市治田3598番地の12 代表取締役 亀本和成
0000014584 0595-20-2155 中小企業府外ー

（東京都）大阪府大阪市北区万歳町3番20号 代表取締役社長 横井輝明
株式会社トーニチコンサルタント0000000335 06-6316-1491 大企業府外 （取締役支社長 木本隆）

（東京都）京都府福知山市篠尾新町３丁目79-2 アルカディア201号室（竹下ビル） 代表取締役 大村善雄
株式会社東京建設コンサルタント0000007321 0773-48-9740 大企業府外 （所長 佐藤英章）
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東京テクニカル・サービス株式会 （千葉県）兵庫県神戸市中央区宮本通二丁目3番18号 代表取締役 吉池航
0000009812 078-252-8074 中小企業府外

（支店長 田場裕一）社

滋賀県大津市園山一丁目１番１号 代表取締役 大石学
東レテクノ株式会社0000013012 077-533-8580 中小企業府外

滋賀県彦根市犬方町790番地 代表取締役 篠村安弘
株式会社ナショナルメンテナンス0000017278 0749-28-7300 中小企業府外

（滋賀県）滋賀県彦根市高宮町2688番地１ 代表取締役社長 湊加津夫
夏原工業株式会社0000014611 0749-26-3272 中小企業府外 （事業部長 川端正男）

株式会社西日本技術コンサルタン 滋賀県草津市矢橋町字御種子池649番地 代表取締役 堀川将治
0000007374 077-562-4949 中小企業府外ト

大阪府摂津市鳥飼本町２丁目11番24号 代表取締役 原口素広
株式会社日環サービス0000013678 072-653-2061 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680 インターワンプレイス烏 代表取締役社長 平井成典
株式会社日建技術コンサルタント0000007386 344-4606 大企業府外 丸２ （所長 野田泰弘）

（東京都）大阪府吹田市江坂町1丁目23番101号 代表取締役社長 間山一典
株式会社日水コン0000007306 06-6339-7300 中小企業府外

（支所長 今野和弘）

（東京都）和歌山県和歌山市湊1850番地 代表取締役社長 谷本進治
日鉄テクノロジー株式会社0000010155 073-451-2407 大企業府外 （事業所長 宮内澄隆）

東京都新宿区西新宿6丁目24番1号 代表取締役 若松猛
株式会社日本環境調査研究所0000016708 03-5322-2271 中小企業府外

大阪府摂津市千里丘5-16-21 代表取締役 中元章博
日本環境分析センター株式会社0000015257 06-6380-6660 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 代表理事 会長 春田謙
一般財団法人日本気象協会0000000291 06-6266-8421 大企業府外 （関西支社長 櫻井康博）

（愛知県）大阪府箕面市船場東2丁目4番56号 代表取締役 田中洋二
日本空調サービス株式会社0000005499 072-726-1400 大企業府外

（執行役員支店長 渡辺秀一）

（東京都）東京都中央区八丁堀二丁目9番1号 代表取締役 野呂克彦
日本検査株式会社0000007979 03-3537-3664 中小企業府外

（安全管理審査室室長 浜本長三郎）

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町338番地 代表取締役 新屋浩明
日本工営株式会社0000000500 353-0511 大企業府外 （所長 大平欽吾）

（愛知県）大阪府大阪市平野区西脇２丁目6番12号 平野エアクリアロイヤルハイツ202号 代表取締役 井上英明
有限会社日本交通流動リサーチ0000020483 06-6777-3161 中小企業府外 室 （大阪支社長 井上英明）

一般財団法人日本食品分析センタ （東京都）大阪府吹田市豊津町3番1号 理事長 佐藤秀隆
0000009598 06-6386-1851 大企業府外 （支所長 伊佐川聡）ー

（広島県）大阪府大阪市淀川区東三国四丁目11番4号 新大阪明成ビル３階 代表取締役 近本陽一
株式会社日本総合科学0000018042 06-6151-2572 中小企業府外 （所長 神原裕一）

大阪府堺市堺区北花田口町三丁2番10号 代表取締役 西川元典
日本放射線防禦株式会社0000010591 072-232-0741 中小企業府外

（神奈川県）大阪府大阪市浪速区幸町三丁目1番10号 代表取締役 田中秀宜
日本ミクニヤ株式会社0000013025 06-6561-3928 中小企業府外 （支店長 渡邊竜之）
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大阪府大阪市北区菅原町8番14号 代表取締役 川西昌史
日本水処理工業株式会社0000013818 06-6363-5330 大企業府外

日本メンテナスエンジニヤリング （大阪府）京都府乙訓郡 大山崎町字大山崎 小字鏡田10番地9 代表取締役社長 田伏重成
0000006742 075-959-0701 中小企業府外

（支店長 石田定雄）株式会社

兵庫県神戸市兵庫区水木通二丁目2番22号 代表取締役 福島昭則
株式会社ニューズ環境設計0000012964 078-574-5448 中小企業府外

大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-1200号 代表取締役 坂下芳史
株式会社ハウスビルシステム0000008629 06-6346-5454 大企業府外

大阪府大阪市中央区内本町1丁目1番10号 代表取締役 吉田聡
株式会社博明社0000014706 06-6941-6337 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市伏見区竹田真幡木町53 代表取締役 橋本岩夫
橋本技術株式会社0000017985 601-2345 中小企業府外 （所長 町田輝次）

パシフィックコンサルタンツ株式 （東京都）京都府京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町646 代表取締役社長 大本修
0000001551 342-5051 大企業府外

（所長 米谷瑠皇）会社

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 代表取締役 島村秀樹
株式会社パスコ0000007301 257-8930 大企業府外

（支店長 近藤征博）

パナソニックコンシューマーマー （東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 ツイン２１ 代表取締役 宮地晋治
0000019786 06-4794-7002 大企業府外 （支社長 中島慎吾）ケティング株式会社

兵庫県姫路市広畑区正門通４丁目10-8 代表取締役 石井哲人
株式会社兵庫分析センター0000020256 079-236-9446 中小企業府外

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地 代表取締役 村田弘司
株式会社日吉0000008351 0748-32-5111 中小企業府外

（東京都）京都府京都市南区唐橋西平垣町39-1 丸福ビル 代表取締役 近藤健介
株式会社ビー・エム・エル0000008389 662-3888 大企業府外 （所長 江見考史）

大阪府吹田市南金田2丁目12番1号 代表取締役社長 梶山龍誠
株式会社ビケンテクノ0000008329 06-6380-2141 大企業府外

福井県越前市北府二丁目1番5号 代表取締役社長 田中明浩
株式会社福井環境分析センター0000016008 0778-21-0075 中小企業府外

（広島県）大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目4番13号 代表取締役社長 來山尚義
復建調査設計株式会社0000007322 06-6392-7200 中小企業府外 （執行役員支社長 矢木一光）

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外

福井県福井市豊島２丁目6番7号 代表取締役 土谷秀靖
株式会社マルツ電波0000021536 0776-22-0464 中小企業府外

三井共同建設コンサルタント株式 （東京都）京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535番地 代表取締役社長 中野宇助
0000007426 253-6471 大企業府外 （所長 眞鍋岳志）会社

神奈川県横浜市 戸塚区秋葉町１５番 代表取締役 村田叔彦
ムラタ計測器サービス株式会社0000023342 045-812-1811 中小企業府外

（群馬県）大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号 代表取締役社長 夏村匡
明星電気株式会社0000006562 06-7730-9848 大企業府外 （支店長 平野一也）
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（神奈川県）大阪府吹田市広芝町15-34 代表取締役 木村克年
ユーロフィン日本環境株式会社0000020560 06-6192-7500 中小企業府外

（所長 加留部大基）

静岡県浜松市南区西島町1622番地 代表取締役 藤田徹
ユーロフィン日本総研株式会社0000020263 053-425-7531 中小企業府外

横河ソリューションサービス株式 （東京都）大阪府大阪市北区梅田二丁目4番9号 代表取締役 八橋弘昌
0000005695 06-6341-1440 大企業府外 （副支社長 川出慎士）会社

大阪府大阪市北区天満４丁目8番3号 第３ユニオンビル５Ｆ 代表取締役 梅本稔
株式会社ラドテック0000022901 06-6809-3805 中小企業府外
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奈良県天理市川原城町196番地 代表取締役 前田太一
イドタフレスコ株式会社0000000733 0743-62-0303 中小企業府外

大阪府岸和田市春木大小路町6番16号 代表取締役 善野謙一
株式会社エスオーシー0000023632 072-439-3529 中小企業府外

京都府南丹市美山町静原垣内10番地1 梶原眞
梶原商店0000011885 0771-75-0002 中小企業市外

大阪府枚方市長尾家具町1丁目5番25号 代表取締役 松本理沙
株式会社京宝ベビー0000000711 072-851-1162 中小企業府外

大阪府吹田市南吹田5丁目1番12号 代表取締役 松原達也
キングラン関西株式会社0000008482 06-6388-1481 中小企業府外

兵庫県神戸市東灘区住吉宮町2丁目19番21号 代表取締役 荒巻道洋
コーベベビー株式会社0000008398 078-854-3011 大企業府外

（奈良県）滋賀県大津市大江5丁目14-20 代表取締役 小山智士
小山株式会社0000004333 077-545-5221 大企業府外

（所長 松本幸久）

（宮城県）大阪府東大阪市楠根 １丁目2番31号 代表取締役 小山喜雄
株式会社小山商会0000018143 06-6745-1861 中小企業府外

（取締役支店長 清水卓巳）

京都府亀岡市宮前町猪倉椿原2-108 代表 黒田竹二
サンクリーン・クロダ0000009227 0771-26-3450 中小企業市外

大阪府大阪市中央区和泉町１丁目1番14号 代表取締役 方山典優
株式会社サンメンテナンス0000009518 06-4791-0100 中小企業府外

（神奈川県）京都府京都市伏見区竹田三ツ杭町59 代表取締役 柴橋和弘
株式会社柴橋商会0000008255 641-1616 大企業府外 （支店長 坂東憲）

（岐阜県）大阪府摂津市鳥飼本町4丁目8番9号 代表取締役 小野木孝二
株式会社トーカイ0000014019 072-653-8855 大企業府外 （支店長 鶴岡正樹）

大阪府東大阪市御厨中１丁目１２番２８号 代表取締役 浅田英喜
ナニワ商事株式会社0000013943 06-6787-0737 中小企業府外

京都府宇治市大久保町田原38番地1 代表取締役 坂林弘一
日商リネンサプライ株式会社0000008624 0774-43-1212 中小企業市外

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外
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岡山県岡山市北区内山下1丁目1-5 代表取締役 佐藤紳朗
株式会社RSKプロビジョン0000009519 086-201-5067 中小企業府外

愛知県名古屋市北区黒川本通３丁目64 代表取締役 松本礼緒
株式会社アールエムサポート0000022298 052-912-9888 中小企業府外

兵庫県西宮市江上町1番2号 代表取締役 大谷彰宏
アールシースタッフ株式会社0000022019 0798-34-5561 大企業府外

東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

（群馬県）大阪府大阪市中央区島之内１丁目17-12 代表取締役 今井久登
株式会社アイ・ディー・エー0000007755 06-6563-7544 中小企業府外 （事業部長 黒岩玄）

（滋賀県）京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391 第10長谷ビル4F 代表取締役 谷口彰
アインズ株式会社0000001659 353-7383 中小企業府外 （所長 藤澤成倫）

大阪府大阪市北区東天満2丁目7番12号 代表取締役 大嶋雄三
株式会社アステム0000008981 06-6242-6681 中小企業府外

大阪府大阪市北区天神橋5丁目7番10号さかしん天神橋ビル8階 代表取締役 小川貴弘
株式会社アッシュ0000023406 090-6677-1133 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区生玉町3番10号 取締役社長 杉本昌弘
株式会社アド近鉄0000005540 06-6774-5400 中小企業府外

大阪府大阪市西区阿波座1丁目3番15号 JEI西本町ビル7階 代表取締役社長 大嶋禎
株式会社アド・ダイセン0000022273 06-6534-2212 中小企業府外

東京都中央区築地四丁目1番17号 銀座大野ビル5階 代表取締役 青木紘二
株式会社アフロ0000022680 03-3546-0263 中小企業府外

（岐阜県）京都府京都市中京区烏丸通三条東入ル梅忠町24 代表取締役 熊本直樹
ａｎｄ株式会社0000023011 075-283-0617 中小企業府外 （所長 新井俊彦）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

大阪府大阪市北区芝田1丁目16番1号 代表取締役 石原敏孝
株式会社いきいきライフ阪急阪神0000022046 06-6373-5394 中小企業府外

株式会社インター・ビジネス・ネ 東京都港区南青山5-12-6 青山第二和田ビル6F 代表取締役 立川雅一
0000022206 03-4335-9600 中小企業府外ットワークス

ＷＩＴＨＰＲＯＪＥＣＴＳ株式会 大阪府大阪市西区京町堀2-3-4 サンヤマトビル4階 代表取締役 木林威夫
0000023635 06-6441-6123 中小企業府外社

大阪府高槻市城北町 １丁目14-17-501 代表取締役 川端康寛
株式会社ウィット0000019915 072-668-3275 中小企業府外

株式会社ヴァリアス・ディメンシ （東京都）大阪府大阪市西区京町堀一丁目8番33号 京町堀スクエア6階 代表取締役 阪柳敏行
0000022840 06-4803-8036 中小企業府外 （関西支社長 三上直磯）ョンズ

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町8 京都三井ビルディング6階 代表取締役社長 菅谷とも子
ＡＮＡあきんど株式会社0000023113 050-3755-1078 大企業府外 （支店長 山下肇）

東京都港区東新橋一丁目5番2号 代表取締役 西谷雅史
エースチャイルド株式会社0000023569 03-5843-8930 中小企業府外
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滋賀県大津市観音寺2番2号 代表取締役 勝部伊織
株式会社エービー企画0000017436 077-522-1676 中小企業府外

大阪府大阪市北区天満四丁目15番18号 代表取締役 北村伸一
株式会社ＡＡＢ0000023096 06-4801-9121 中小企業府外

（静岡県）大阪府大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館4階 代表取締役 土屋康一
株式会社エイエイピー0000017364 06-6365-1671 中小企業府外 （支店長 谷田康治）

株式会社ＨＹＫヒューマンサポー 東京都中央区日本橋本石町3丁目2番地3号 日本橋オリーブビル3階 代表取締役 大貫和彦
0000023541 03-6262-1183 中小企業府外ト

株式会社ＡＤＫマーケティング・ （東京都）大阪府大阪市北区大深町3番1号 代表取締役社長 植野伸一
0000015833 06-7638-1070 大企業府外 （関西支社長 山口朋子）ソリューションズ

京都府南丹市園部町美園町５号１番地１ 取締役 片岡賢治
エイドック有限会社0000023336 0771-68-9800 中小企業市外

エイベックス・エンタテインメン （東京都）大阪府大阪市中央区西心斎橋2-1-25 Ｗ‐Ｐｌａｃｅ５Ｆ 代表取締役 黒岩克己
0000022667 06-6484-3680 大企業府外

（支社長 矢崎直博）ト株式会社

大阪府箕面市船場東1-15-31 代表取締役 大富國正
株式会社エキスプレス0000023119 06-6315-3161 大企業府外

株式会社エデュケーショナルネッ 東京都千代田区富士見二丁目11番11号 代表取締役 二瓶嘉男
0000021113 03-5275-2101 大企業府外トワーク

大阪府大阪市中央区平野町２丁目1番14号 代表取締役 呉羽伊知郎
株式会社エトレ0000020522 06-6202-5230 中小企業府外

東京都港区芝一丁目15番11号 代表取締役 矢倉聡
ＮＥＣ ＶＡＬＷＡＹ株式会社0000023242 03-6631-3994 中小企業府外

株式会社エヌエスイーエデュケー 大阪府大阪市北区西天満四丁目7番13号 新老松ビル1階12号室 代表取締役 砂田裕章
0000022673 06-6313-2700 中小企業府外ション

東京都港区東麻布一丁目28番13号 代表取締役 高橋哲哉
ＮＸキャリアロード株式会社0000020141 050-3819-7860 大企業府外

大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビル4階 代表取締役 古澤みちよ
株式会社Ngrowing0000018367 06-6453-5757 中小企業府外

東京都品川区上大崎三丁目1番1号 代表取締役社長 東明彦
株式会社エヌ・ティ・ティ・アド0000021036 03-5745-7637 大企業府外

（東京都）東京都中野区中央3丁目24番9号 代表取締役社長 村田和也
NTTタウンページ株式会社0000021116 03-6279-3097 大企業府外 （取締役ソリューション営業部長 井上登晃）

株式会社エム・シー・アンド・ピ 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 代表取締役 田窪由美子
0000021586 06-4706-3311 中小企業府外ー

大阪府大阪市北区豊崎２丁目1番9号 Ｇ＆Ｒビル7階 代表取締役 小林博之
株式会社オーシャン0000021577 06-6136-7227 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区御池通柳馬場角京都朝日ビル9階 代表取締役社長 前田勉
株式会社大阪朝日広告社0000022632 241-1231 中小企業府外 （京都支店長 福本大輔）

大阪府大阪市西区新町１丁目28番11号 安川ビル５F 代表取締役 畚野信恒
株式会社カクタス0000023186 06-6533-3005 中小企業府外
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（京都府）京都府久世郡久御山町栄３丁目1番地の110 代表取締役 角泰孝
株式会社カクワ0000017362 631-1020 中小企業市外

（児玉睦）

愛知県名古屋市千種区日和町5丁目3番地 本山日和町ヒルズ3階 代表理事 佐渡治彦
一般社団法人カリエーレ・コムサ0000023623 090-1759-4631 中小企業府外

大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目4番2号 代表取締役 中野 晋
環境設計株式会社0000007718 06-6261-2144 中小企業府外

大阪府大阪市北区西天満5丁目14番10号 代表取締役社長 時政幸雄
関電サービス株式会社0000013017 06-6365-1100 大企業府外

大阪府大阪市 北区梅田 ２丁目5番10号 代表取締役社長 中井清和
株式会社学情0000019246 06-6346-6830 大企業府外

（東京都）京都府京都市左京区松ヶ崎木ノ本町18番地7 代表取締役 木津昭仁
株式会社キッズプロモーション0000018058 724-1089 中小企業府外 （所長 田中裕之）

株式会社キャップエンターテイン 大阪府大阪市中央区内淡路町2-2-11-1101 代表取締役 中家秀樹
0000022830 06-4790-7455 中小企業府外メント

キヤノンマーケティングジャパン （東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目 2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役 足立正親
0000023638 06-7739-2047 大企業府外 ト （支店長 北岡康人）株式会社

福岡県福岡市中央区天神一丁目4-2 代表取締役 山岡武海
株式会社ＱＴｍｅｄｉａ0000023411 092-726-2805 中小企業府外

株式会社キョウエイアドインター （東京都）京都府京都市中京区烏丸通四条上る笋町691番地 りそな京都ビル8階 代表取締役 廣瀬勝巳
0000017302 585-5050 大企業府外 （所長 森野修）ナショナル

（東京都）京都府京都市中京区車屋町通御池下ル梅屋町358 アーバネックス御池ビル西 代表取締役社長 高浦雅彦
近畿日本ツーリスト株式会社0000019326 221-7401 大企業府外 館8F （支店長 山本俊治）

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町637 第五長谷ビル3階 代表取締役社長 清水勇宏
株式会社近宣0000001517 341-1538 中小企業府外 （支社長 田中武志）

東京都墨田区両国4-37-2 TKF会館5F 代表取締役 佐野竜太
株式会社魚雷映蔵0000022020 03-5637-8310 中小企業府外

東京都新宿区西新宿３丁目20番2号 東京オペラシティタワー24F 代表取締役 五十嵐幹
株式会社クロス・マーケティング0000019955 03-6859-2251 中小企業府外

東京都渋谷区南平台町4-8-508 代表取締役 中島悠
株式会社グリーンアップル0000019958 03-6427-1085 中小企業府外

（福岡県）京都府京都市伏見区竹田田中殿町75番地 代表取締役 久保孝二
株式会社グリーンクロス0000018278 605-3171 大企業府外 （支社長 高村尚宏）

グリットグループホールディング 東京都新宿区高田馬場三丁目12番2号 代表取締役 山崎秀人
0000021787 03-5937-8466 中小企業府外ス株式会社

東京都千代田区有楽町１丁目1番2号 代表取締役 杉原章郎
株式会社ぐるなび0000017300 03-6744-6463 大企業府外

静岡県静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー16階 代表取締役 白旗保則
グローバルデザイン株式会社0000020144 054-273-6385 中小企業府外

福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目12番5号 代表取締役 谷川将
株式会社グローバルワークス0000022254 092-477-8110 中小企業府外
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株式会社ケイエスティープロダク 京都府向日市上植野町桑原12番地の9 代表取締役 時岡伸行
0000017207 933-2555 中小企業市外ション

（大阪府）京都府京都市中京区天神山町280番地 石勘ビル5F-18 取締役社長 中妻裕司
株式会社京阪エージェンシー0000000201 708-5775 中小企業府外

（所長 原園浩明）

大阪府寝屋川市高宮栄町11番10号 代表取締役 長元良二
株式会社京阪工技社0000009016 06-6951-5803 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680番地 代表取締役社長 中村哲己
株式会社建設技術研究所0000007310 075-353-7088 大企業府外 （所長 秋月憲夫）

京都府亀岡市追分町大堀71番地 代表取締役 石川直史
有限会社ゲームアンドチャイルド0000021631 0771-25-1557 中小企業市外

大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目3番15号 代表取締役 村田吉優
株式会社サイネックス0000018270 06-6766-3363 大企業府外

京都府向日市森本町戌亥5番地の3 代表取締役会長ＣＥＯ 木下宗昭
佐川印刷株式会社0000018535 933-8081 中小企業市外

サクラインターナショナル株式会 大阪府大阪市中央区備後町1-7-3 代表取締役 妙代金幸
0000020751 06-6264-3900 大企業府外社

東京都千代田区九段南4-7-16 市ヶ谷ＫＴビル2 9階 代表取締役 嶋田俊平
株式会社さとゆめ0000019909 03-5275-5105 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通綾小路下ル二帖半敷町655番地 代表取締役社長 山口昭
株式会社産經アドス0000008318 351-0901 大企業府外 （京都支社長 野田昌治）

東京都中央区築地四丁目一番一号 代表取締役社長 迫本淳一
松竹株式会社0000022647 06-7166-3434 大企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区道頓堀１丁目9番地19号 大阪松竹座ビル地下２階 代表取締役社長 因藤靖久
松竹ナビ株式会社0000022921 06-7166-0076 中小企業府外 （西日本マーケティング部 部長 小倉望）

株式会社ジェイアール東海エージ （東京都）京都府京都市 南区西九条小寺町7-7 代表取締役社長 厚地純夫
0000022692 606-2466 大企業府外

（京都支社長 上ノ町清）ェンシー

株式会社ＪＲ西日本コミュニケー （大阪府）京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入ル東塩小路町614 新京都センタービル8 代表取締役社長 野中雅志
0000009028 361-6180 中小企業府外 F （京都支社長 北川義洋）ションズ

（東京都）大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号 中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ19F 代表取締役社長 赤石良治
株式会社ジェイアール東日本企画0000022848 06-7663-1300 大企業府外 （上級執行役員・関西支社長 稲葉耕一）

（大阪府）京都府京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル3F 代表取締役社長 櫻井俊一
株式会社ジェイコムウエスト0000019872 888-5010 中小企業府外 （局長 坂見嘉哉）

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上る２丁目富永町338 京阪四条河原町ビル7 代表取締役社長執行役員 山北栄二郎
株式会社ＪＴＢ0000013942 365-7724 大企業府外 階 （支店長 上山裕之）

株式会社ＪＴＢコミュニケーショ 東京都港区芝三丁目23番1号 代表取締役 古野浩樹
0000013051 03-5657-0600 大企業府外ンデザイン

東京都港区虎ノ門一丁目21番17号 代表取締役ＣＥＯ 中島直樹
株式会社ＪＰメディアダイレクト0000023571 03-5157-6071 大企業府外

福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 МＧ薬院ビル 代表取締役 時津孝康
株式会社ジチタイアド0000014665 092-716-1401 中小企業府外
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大阪府大阪市北区天神橋４丁目1番3号 代表取締役 浜口雅昭
株式会社ステップ0000018804 06-6356-8506 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場4-12-12 ニッセイ心斎橋ウエスト7階 代表取締役 田代剛
株式会社セレスポ0000008941 06-6258-0050 大企業府外

（支店長 小林哲也）

大阪府大阪市中央区北浜1-5-8 代表取締役 馬場雅也
株式会社宣成社0000015324 06-6222-6888 中小企業府外

愛知県名古屋市東区東桜二丁目16番27号 代表取締役 津田郁夫
株式会社宣通0000015923 052-979-1600 中小企業府外

（三重県）京都府京都市西京区大原野東境谷町2丁目5番地の7 取締役社長 田村欣也
株式会社ZTV0000001462 331-1411 中小企業府外 （京都放送局長 小山泰伸）

（福岡県）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル4F 代表取締役 高山善司
株式会社ゼンリン0000003851 075-812-2250 大企業府外 （所長 池田正史）

（大阪府）京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 代表取締役 村田善郎
株式会社高島屋0000000914 221-8811 大企業府外

（執行役員店長 田原和也）

大阪府大阪市 港区築港3-1-43 代表取締役 武仲秀晃
株式会社タケナカ0000019934 06-7174-8982 中小企業府外

愛知県名古屋市千種区千種通七丁目25番地の1 代表取締役 渡邊智浩
株式会社タスクールPlus0000022586 052-753-7589 中小企業府外

東京都千代田区神田神保町２丁目7-3 神保町NKビル 代表取締役社長 巴一寿
株式会社第一通信社0000022662 03-3237-4101 中小企業府外

大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 代表取締役 落合寛司
株式会社大広0000008172 06-7174-8111 大企業府外

大阪府大阪市東成区深江北１丁目15番32号 代表取締役 上平泰輔
株式会社大伸社0000017404 06-6976-5550 中小企業府外

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外

（左内町営業部長 吉村仁）

（大阪府）京都府京都市上京区河原町通丸太町上ル桝屋町354番地2 代表取締役 稲垣雅史
大毎広告株式会社0000009555 320-4220 中小企業府外

（支社長 上山均）

東京都渋谷区神宮前二丁目30番22号 ビラフレスカ703 代表取締役 海藤千加子
有限会社チカソシキ0000023695 03-5771-5088 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区東塩小路町690番地6 代表取締役社長 田中誠
中央開発株式会社0000002597 352-1890 大企業府外 （所長 三嶋信裕）

岐阜県岐阜市東興町27番地 代表取締役 大島斉
株式会社中広0000022599 058-240-4005 大企業府外

（東京都）京都府京都市南区上鳥羽菅田町33 代表取締役 大木信夫
株式会社椿や0000022859 634-9296 中小企業府外 （取締役 松尾尚）

大阪府大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 大手前センタービル１０階 代表取締役 恩田宏紀
株式会社テーク・ワン0000023380 06-6944-7577 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区木川東4丁目8番33号 代表取締役社長 池澤嘉悟
ＴＳＰ太陽株式会社0000006098 06-6306-3150 大企業府外 （大阪支店長 杉本裕紀）
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（岐阜県）大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目18番27号 代表取締役 中嶋徹
株式会社テイコク0000019177 06-6829-6920 大企業府外

（支店長 田澤義之）

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外

（営業支店長 石田勝則）

大阪府大阪市北区西天満四丁目4番18号 代表取締役 西原幸郎
株式会社テレコープ0000015335 06-6809-3040 中小企業府外

株式会社ＤＧコミュニケーション （東京都）大阪府大阪市中央区伏見町４丁目4番9号 淀屋橋東洋ビル 代表取締役 鈴木浩一
0000000215 06-6201-2871 中小企業府外 （支社長 小林智雄）ズ

大阪府吹田市岸部南3丁目6番15号 代表取締役 鶴見芳令
デコラティブシステム株式会社0000009288 06-6318-0600 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区二帖半敷町647 オンリー烏丸ビルengawaKYOTO 代表取締役社長執行役員 榑谷典洋
株式会社電通0000008216 366-4946 大企業府外 （関西第1ビジネスプロデュース局長前川隆弘）

株式会社電通パブリックリレーシ （東京都）大阪府大阪市北区中之島3-2-4 代表取締役 牧口征弘
0000022249 06-6484-8850 中小企業府外

（関西支社長 齋藤正人）ョンズ

株式会社電通プロモーションプラ （東京都）大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役社長執行役員 湯川昌明
0000022642 06-6484-8660 大企業府外 ト （関西支社支社長 木村幹）ス

（東京都）大阪府大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト１６F 代表取締役社長執行役員 高木正彦
株式会社電通ライブ0000006343 06-6484-8686 大企業府外 （関西支社長 中邨正人）

兵庫県神戸市中央区元町通六丁目五番八号 代表取締役 檀野修一
株式会社電電広告0000004354 078-351-2345 中小企業府外

株式会社トータルメディア開発研 東京都千代田区紀尾井町3番23号 代表取締役 山村健一郎
0000009579 03-3221-5558 大企業府外究所

東京都渋谷区神宮前6丁目28番地5号 宮崎ビルＢ棟４Ｆ 代表取締役 塚崎秀雄
東京カメラ部株式会社0000021777 03-6433-5470 中小企業府外

大阪府大阪市北区大淀中一丁目16番-7号 代表取締役 酒巻正幸
株式会社東通企画0000023150 06-6451-7677 中小企業府外

大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番18号 代表取締役 安本知治
株式会社トラフィックス0000023656 06-6445-9230 中小企業府外

東京都渋谷区東一丁目2番20号 代表取締役共同社長 石見浩一
トランス・コスモス株式会社0000015699 050-1751-8404 大企業府外

愛知県津島市東柳原町５丁目5番地1 代表取締役 長田一郎
長田広告株式会社0000015970 0567-26-5251 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区三条通東洞院東入る菱屋町30番地 代表取締役社長 衣川和秀
日本郵便株式会社0000015348 255-1113 大企業府外 （中京郵便局長 矢田公明）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通竹屋町角日経京都会館 代表取締役社長 北村眞一郎
株式会社日本経済社0000008374 211-8671 大企業府外 （京都支社長 向井隆生）

大阪府大阪市西区江戸堀1丁目4‐23 代表取締役 日根野谷裕一
日本廣告企業株式会社0000008883 06-6441-1991 中小企業府外

日本コンベンションサービス株式 東京都千代田区霞が関1-4-2 代表取締役 近浪弘武
0000013698 03-3508-1211 大企業府外会社
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大阪府大阪市西区立売堀２丁目1番9号 代表取締役 北山誉至宗
日本サイン株式会社0000005472 06-6533-1033 中小企業府外

日本トータルテレマーケティング 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 代表取締役 森真吾
0000022023 03-6730-0001 大企業府外株式会社

東京都豊島区高田２丁目17番22号 代表取締役会長 山城由紀雄
株式会社日本ドリコム0000021559 03-6746-0050 中小企業府外

日本旅行ビジネスソリューション 大阪府大阪市北区梅田１丁目11番4号 大阪駅前第4ビル12階 代表取締役 高橋秀実
0000018331 06-4796-3733 中小企業府外ズ株式会社

ニューホライズンコレクティブ合 東京都中央区日本橋人形町一丁目５番８号 人形町北浜ビル 職務執行者 山口裕二
0000023390 050-8881-6021 中小企業府外同会社

東京都港区台場2丁目3番4号 代表取締役 社長執行役員 榎本修次
株式会社乃村工藝社0000000079 03-5962-1171 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市浪速区難波中２丁目10番70号 代表取締役社長 中川雅寛
株式会社ノムラメディアス0000009607 06-6649-3336 中小企業府外

（事業所長 秋田昌彦）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー 代表取締役社長 水島正幸
株式会社博報堂0000008410 06-6229-5413 大企業府外

（執行役員関西支社長 藤川博章）

（東京都）東京都渋谷区神宮前2丁目34番地17号 住友不動産原宿ビル5階 代表取締役 蓮田健一
株式会社ｈａｃｏｍｏｎｏ0000023616 03-6778-4949 中小企業府外 （公共担当 上村祐介）

大阪府大阪市浪速区湊町二丁目1番57号 代表取締役 越智賢三
株式会社ハル0000021118 06-6632-7691 中小企業府外

阪急阪神マーケティングソリュー 大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号 代表取締役社長 三宅良明
0000022621 06-6373-6805 中小企業府外ションズ株式会社

奈良県奈良市四条大路４丁目２番１５号 代表取締役 岡田和博
株式会社阪奈宣伝社0000018219 0742-93-9365 中小企業府外

パソナ・パナソニックビジネスサ 大阪府大阪市中央区北浜東4番33号 北浜ネクスビル 代表取締役社長 佐野克也
0000023691 06-6910-1380 中小企業府外ービス株式会社

（愛知県）大阪府大阪市中央区備後町４丁目2番10号 代表取締役 徳毛孝裕
表示灯株式会社0000016005 06-6202-2611 大企業府外

（支社長 佐々木雅也）

東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号 代表取締役 南壮一郎
株式会社ビズリーチ0000021635 03-6450-6505 大企業府外

滋賀県大津市神領 ３丁目20番18号 代表取締役社長 西谷輝彦
有限会社ビデオクリエート0000018713 077-544-3366 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市 中央区城見 ２丁目1番61号 代表取締役社長 大森康文
富士通エフ・オー・エム株式会社0000009838 06-6945-4520 中小企業府外 （関西営業部長 矢野貴士）

富士フイルムイメージングシステ 東京都品川区西五反田 ３丁目6番30号 代表取締役 松本考司
0000019511 03-5745-2261 中小企業府外ムズ株式会社

大阪府大阪市淀川区西中島五丁目6番13号 代表取締役 古川大輔
株式会社古川ちいきの総合研究所0000020192 06-7878-6376 中小企業府外

（兵庫県）東京都品川区西五反田 ６丁目2番7号 ウエストサイド五反田ビル３F 代表取締役 近藤昇
株式会社ブレインワークス0000013981 03-5759-5133 中小企業府外 （取締役営業事業部長 大西信次）
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東京都渋谷区神泉町8番16号 代表取締役 小原孝徳
株式会社プラスアルファ0000023590 03-5728-5500 中小企業府外

プレンティグローバルリンクス株 京都府向日市上植野町伴田10番地 代表取締役 田中隆行
0000022654 924-4308 中小企業市外式会社

株式会社プロスパー・コーポレー 大阪府大阪市北区西天満5丁目13番3号 高橋ビル北3号館3F 代表取締役社長 久保明彦
0000014557 06-6366-0033 中小企業府外ション

東京都渋谷区代々木1-38-2ミヤタビルディング10F 代表取締役 安田啓司
株式会社ベビーカレンダー0000020738 03-6631-3600 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区小橋町4番7号 代表取締役 岡村忠明
株式会社星光0000005506 06-6768-5111 中小企業府外

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外

大阪府羽曳野市恵我之荘三丁目１番１号 代表取締役社長 山本裕
株式会社凡美社0000022900 03-3663-9001 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10 京都ダイヤビル7F 代表取締役 土屋芳明
株式会社マイナビ0000022855 212-8321 大企業府外

（支社長 中尾哲弥）

東京都新宿区西新宿７丁目１番１０号 代表取締役 柳沢知秀
株式会社マックスサポート0000023335 03-6279-4923 中小企業府外

大阪府大阪市北区豊崎五丁目6番10号 代表取締役 間藤芳樹
株式会社マッシュ0000016016 06-6377-1230 中小企業府外

大阪府大阪市西区江戸堀１丁目9番16号2階 代表取締役 三村恵三
株式会社ミーティング0000022238 06-6485-7330 中小企業府外

兵庫県神戸市東灘区甲南町4丁目4番7号 代表取締役 前田耕佐
株式会社ミングアップ0000023420 632-8626 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市港区弁天１丁目2番1号 代表取締役 矢倉俊彦
株式会社ムラヤマ0000005787 06-6577-3800 大企業府外

（関西支社長 柳川満久）

（東京都）京都府京都市南区西九条蔵王町53-1-505 代表取締役 西村志郎
株式会社ＵＲリンケージ0000008069 075-671-8882 大企業府外

（所長 伊飼通明）

（東京都）大阪府大阪市中央区高津315-2 大阪ビル本館 代表取締役社長 田村公正
株式会社ＵＳＥＮ0000021974 06-6643-8690 中小企業府外 （エンジニアセンター長 上田志朗）

大阪府大阪市淀川区西中島４丁目1番1号 代表取締役 香山一博
株式会社郵宣企画0000018235 06-6305-2376 中小企業府外

宮城県仙台市青葉区大町一丁目3番2号 代表理事 鈴木仁
一般社団法人ユニ・デ・グラン0000022276 022-266-6866 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町630番地 読売京都ビル4F 代表取締役社長 松田耕治
株式会社讀賣連合広告社0000001084 252-0834 中小企業府外 （支社長 酒井孝雄）

大阪府大阪市中央区平野町3-3-10 浅野ビル4階 代表取締役 上谷信幸
株式会社ラプレ0000022638 06-6233-8777 中小企業府外

東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 代表取締役社長 北村吉弘
株式会社リクルート0000022660 03-6835-3000 大企業府外
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東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 代表取締役社長 佐藤学
株式会社リクルートキャリア0000018236 03-3211-7777 大企業府外

株式会社リクルートライフスタイ 東京都千代田区丸の内 １丁目9番2号 代表取締役社長 淺野健
0000017335 03-6835-1000 大企業府外ル

（東京都）大阪府大阪市中央区瓦町4-5-9 井門瓦町ビル6F 代表取締役 杉多保昭
株式会社リンクスタッフ0000020539 06-6228-8288 中小企業府外 （大阪本社長 藤田国保）

東京都港区六本木６丁目15番21号 ハークス六本木ビル 代表取締役社長 分部至郎
株式会社レイ0000021316 03-5410-3861 大企業府外

大阪府大阪市中央区城見１丁目3番50号 読売テレビ本社ビル 代表取締役 菊川雄士
株式会社ｙｔｖＮｅｘｔｒｙ0000017394 06-6947-7050 中小企業府外

株式会社ＷＯＷＯＷコミュニケー 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番5号 代表取締役社長 山崎一郎
0000022594 045-683-3660 大企業府外ションズ
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大阪府羽曳野市蔵之内583番地の1 代表取締役 武田豊
株式会社アート0000018813 072-958-9075 中小企業府外

愛知県名古屋市北区黒川本通３丁目64 代表取締役 松本礼緒
株式会社アールエムサポート0000022298 052-912-9888 中小企業府外

兵庫県西宮市江上町1番2号 代表取締役 大谷彰宏
アールシースタッフ株式会社0000022019 0798-34-5561 大企業府外

東京都豊島区東池袋四丁目5番2号 代表取締役 砂長淳洋
株式会社アイヴィジット0000015797 03-6627-9977 大企業府外

東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

大阪府大阪市北区中崎西2-2-1 代表取締役 中村巡
株式会社アイエス・スタッフ0000022272 06-6484-7655 中小企業府外

株式会社アイ・エヌ・ジー・ドッ 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目4番7号 代表取締役 牛原良三
0000015812 06-4706-3440 中小企業府外トコム

大阪府大阪市 中央区南本町 ２丁目3番8号 ＫＤＸ南本町ビル12階 代表取締役 北村隆
株式会社アイ・オー・プロセス0000018096 06-4964-9006 中小企業府外

愛知県名古屋市東区東桜二丁目10番1号 代表取締役 中山かつお
株式会社アイ・シー・アール0000021569 052-939-1201 中小企業府外

大阪府大阪市中央区今橋4-3-6 代表取締役 小井英嗣
株式会社Ｉ・Ｃ・Ｓ0000022510 06-6206-7828 中小企業府外

東京都千代田区一番町21番地 代表取締役 佐藤恒徳
株式会社アイティフォー0000018095 03-5275-7841 大企業府外

東京都江東区豊洲三丁目2番24号 代表取締役 石田伸一
ＩＴｂｏｏｋ株式会社0000013067 03-6770-9971 中小企業府外

東京都豊島区南大塚三丁目30番3号 代表取締役 横田祐平
株式会社アイネットサポート0000023416 03-6632-1160 大企業府外

東京都千代田区麹町二丁目14番地 代表取締役 飯嶋庸夫
アイング株式会社0000010357 03-6267-1717 大企業府外

（大阪府）京都府京都市 北区紫野 下柏野町6番9 代表取締役 山形喜久
株式会社アカツキ0000017268 748-0050 中小企業府外 （所長 小泉隆）

（東京都）大阪府大阪市淀川区木川東４丁目8番33号 代表取締役社長 淡野文孝
アクティオ株式会社0000015405 06-6308-5720 大企業府外 （大阪支店長 荒川満徳）

大阪府大阪市西区京町堀1丁目10番14号 代表取締役 福留純子
株式会社アコード0000013873 06-6445-0557 中小企業府外

大阪府大阪市中央区谷町7丁目5番1号 代表取締役 伊丹修司
アサミ情報システム株式会社0000000595 06-6762-0051 中小企業府外

東京都文京区小石川５丁目2番2号 代表取締役 萩野吉俗
株式会社明日香0000019925 03-6912-0015 中小企業府外

（群馬県）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング６F 代表取締役 加藤秀明
株式会社アスカ0000023433 741-6081 中小企業府外 （支店長 佐柳空）
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大阪府東大阪市日下町2-11-35 代表取締役 杉本正人
有限会社アズ0000023198 06-4804-3151 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル811号 代表取締役 小林和弘
株式会社アセンサ0000020505 06-6476-9235 中小企業府外

（支店長 松岡真司）

株式会社アソウ・ヒューマニーセ （福岡県）大阪府大阪市北区芝田２丁目7-18 LUCID SQUARE UMEDA 8F 代表取締役 中島彰彦
0000019990 06-6485-4510 中小企業府外 （支店長 中川彰敏）ンター

（東京都）京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町612番地 四条烏丸ビル６Ｆ 代表取締役社長 川崎健一郎
アデコ株式会社0000004637 050-2000-7155 大企業府外 （支社長 上野哲）

大阪府大阪市中央区北浜3丁目1番6号 代表取締役 八瀬誠
アトラス情報サービス株式会社0000008506 06-6231-0771 中小企業府外

愛知県名古屋市中区栄1丁目29番29号 代表取締役 大石宇多野
株式会社アルティアセントラル0000011896 052-229-1101 中小企業府外

大阪府大阪市中央区南船場２丁目4-1 美貴ビル8F 代表取締役 全允子
株式会社アレスコ0000022256 06-6267-1168 中小企業府外

（兵庫県）大阪府大阪市西区立売堀一丁目8番1号 本町立売堀ビル８階 代表取締役 清水章弘
安西工業株式会社0000006385 06-6543-7077 中小企業府外

（支店長 山西浩二）

大阪府大阪市中央区伏見町四丁目2番14号 代表取締役 重豊純
株式会社アンフ・スタイル0000022639 06-4706-7855 中小企業府外

東京都豊島区西池袋三丁目27番12号 代表取締役 西塚淳一
株式会社EPファーマライン0000022274 03-5979-8128 大企業府外

兵庫県加古川市上荘町薬栗27番地の1 代表取締役 木下一成
株式会社一成0000022800 079-428-0682 中小企業府外

大阪府大阪市 中央区平野町 ２丁目4番12号 平二ビル6Ｆ 代表取締役 櫛部隆行
伊藤喜ベストメイツ株式会社0000019262 06-6223-3739 中小企業府外

大阪府大阪市北区豊崎三丁目20番1号 インターグループビル 代表取締役 小谷寿平
株式会社インターグループ0000009134 06-6372-8048 中小企業府外

大阪府大阪市北区太融寺町5番13号 東梅田パークビル4階 代表取締役 和田優
株式会社インタースクエア0000015802 06-6367-0511 中小企業府外

静岡県浜松市中区伝馬町311番地の14 代表取締役 西剛太
株式会社インタラック関西東海0000013123 053-456-8171 中小企業府外

株式会社インテックソリューショ （東京都）大阪府大阪市北区豊崎5-4-9 代表取締役社長 石井貞行
0000020977 06-6376-3291 中小企業府外 （西日本本部長 浅野満）ンパワー

福岡県福岡市中央区大名二丁目4番30号 代表取締役 前川裕貴
株式会社ウィズグループ0000022041 092-712-0306 中小企業府外

株式会社ウィル・インターナショ 大阪府大阪市北区堂島二丁目2番28号 オーク堂島ビル6階 代表取締役 井上明
0000021579 06-4799-9488 中小企業府外ナル

東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTH７階 代表取締役 須田純一
株式会社ウィルエージェンシー0000023169 03-5269-6361 中小企業府外

（愛媛県）広島県広島市中区幟町13-11 明治安田生命広島幟町ビル12F 代表取締役 村上道照
株式会社ウィン0000023118 082-502-2800 中小企業府外 （支店長 川上真由美）
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東京都目黒区五本木一丁目33番13号 代表取締役社長 宮下研一
ウェルリンク株式会社0000022618 03-5725-1033 中小企業府外

東京都港区東新橋一丁目1番19号 代表取締役 遠藤圭造
株式会社ＡＰコレクト0000023107 03-5537-7820 中小企業府外

（東京都）東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル46階 代表取締役社長 古後昌彦
株式会社エイジェック0000018737 03-5909-8361 中小企業府外 （統括本部長 石原征二）

株式会社ＨＹＫヒューマンサポー 東京都中央区日本橋本石町3丁目2番地3号 日本橋オリーブビル3階 代表取締役 大貫和彦
0000023541 03-6262-1183 中小企業府外ト

エイベックス・エンタテインメン （東京都）大阪府大阪市中央区西心斎橋2-1-25 Ｗ‐Ｐｌａｃｅ５Ｆ 代表取締役 黒岩克己
0000022667 06-6484-3680 大企業府外 （支社長 矢崎直博）ト株式会社

大阪府箕面市船場東1-15-31 代表取締役 大富國正
株式会社エキスプレス0000023119 06-6315-3161 大企業府外

東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー 代表取締役 後藤夏樹
株式会社エス・エム・エス0000023556 03-6721-2400 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区北浜1丁目8番16号 大阪証券取引所ビル23階 代表取締役 渡辺篤史
ＳＣＳＫサービスウェア株式会社0000023425 06-6231-9017 大企業府外

（執行役員第四事業本部長 井上裕貴）

株式会社エデュケーショナルネッ 東京都千代田区富士見二丁目11番11号 代表取締役 二瓶嘉男
0000021113 03-5275-2101 大企業府外トワーク

東京都港区芝一丁目15番11号 代表取締役 矢倉聡
ＮＥＣ ＶＡＬＷＡＹ株式会社0000023242 03-6631-3994 中小企業府外

東京都港区東麻布一丁目28番13号 代表取締役 高橋哲哉
ＮＸキャリアロード株式会社0000020141 050-3819-7860 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区梅田１丁目11番4-2200号 代表取締役 安田貞美
株式会社エヌジェーシー0000010281 06-6136-3230 中小企業府外 （常務取締役 古賀茂）

株式会社ＮＴＴマーケティングア （大阪府）大阪府大阪市都島区東野田町４丁目15番地82号 代表取締役社長 室林明子
0000014597 06-6490-0480 大企業府外

（ＣＸソリューション部長 今倉健一）クトＰｒｏＣＸ

株式会社エムズジャパンセキュリ 大阪府大阪市 西区阿波座 １丁目13番11号 代表取締役 明石光正
0000017223 06-6537-3939 中小企業府外ティ

東京都渋谷区代々木２丁目4番9号 代表取締役 神崎厚葉
株式会社オークス0000017224 03-3320-4880 中小企業府外

株式会社オープンループパートナ 東京都新宿区新宿４丁目3-17 ＦＯＲＥＣＡＳＴ新宿ＳＯＵＴＨ７階 代表取締役 駒井滋
0000021589 03-5368-3088 大企業府外ーズ

大阪府大阪市阿倍野区旭町一丁目2番7号 代表取締役 尾原正史
株式会社大阪水道総合サービス0000015278 06-6633-1100 大企業府外

愛知県名古屋市千種区日和町5丁目3番地 本山日和町ヒルズ3階 代表理事 佐渡治彦
一般社団法人カリエーレ・コムサ0000023623 090-1759-4631 中小企業府外

兵庫県西宮市六湛寺町9番8号 代表取締役 森剛
株式会社関西情報センター0000019961 0798-35-4873 中小企業府外

大阪府大阪市都島区東野田町1丁目5番14号 京橋フロントビル 代表取締役社長 藤友英教
株式会社かんでんＣＳフォーラム0000023640 06-4963-8838 中小企業府外
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大阪府大阪市北区梅田3丁目3番10号 梅田ダイビル7階 代表取締役社長 柚木憲一
株式会社かんでんジョイナス0000010311 06-6346-3750 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市下京区烏丸通松原上ル東側 代表取締役 井門一美
キステム株式会社0000001533 075-341-4248 中小企業府外

（支社長 藤沢敏孝）

東京都港区南青山三丁目1番30号 代表取締役 石田正則
キャプラン株式会社0000021628 03-6734-1236 大企業府外

東京都新宿区西新宿２丁目1番1号 代表取締役 成澤素明
キャリアリンク株式会社0000017291 03-3340-5077 大企業府外

（福島県）大阪府大阪市 中央区島之内 １丁目21-19 オリエンタル堺筋ビル6F 代表取締役 吾妻学
キョウワプロテック株式会社0000014026 06-7711-1911 中小企業府外 （大阪事業所長 湯浅義浩）

（東京都）京都府京都市中京区車屋町通御池下ル梅屋町358 アーバネックス御池ビル西 代表取締役社長 高浦雅彦
近畿日本ツーリスト株式会社0000019326 221-7401 大企業府外 館8F （支店長 山本俊治）

（大阪府）京都府京都市伏見区北浜町595-103 代表取締役 西田克也
近畿ビルサービス株式会社0000023615 603-5556 中小企業府外

（所長 山本伸司）

（埼玉県）大阪府大阪市北区中之島二丁目2番2号 大阪中之島ビル8階 代表取締役 川鍋大二
株式会社クリーン工房0000013134 06-6223-5450 大企業府外

（専務取締役 川鍋一朗）

（大阪府）京都府京都市中京区間之町通御池上る高田町502番地 花柳ビル2階6号室 代表取締役 糟谷剛之
株式会社クレイブ0000023139 366-4776 中小企業府外 （所長 阿部真実）

大阪府枚方市東田宮一丁目11番1‐303号 代表取締役 田中ひろみ
株式会社クレセント0000022674 072-846-5125 中小企業府外

東京都板橋区中丸町11番2号 ワコーレ要町ビル7階 代表取締役 高鍬仁一
株式会社グッドスタッフ0000022661 03-5986-2280 中小企業府外

静岡県静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー16階 代表取締役 白旗保則
グローバルデザイン株式会社0000020144 054-273-6385 中小企業府外

福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目12番5号 代表取締役 谷川将
株式会社グローバルワークス0000022254 092-477-8110 中小企業府外

岡山県岡山市中区さい東町2丁目2番5号 代表取締役 原田竜一郎
株式会社グロップ0000018845 086-273-2369 大企業府外

岡山県岡山市 東区中尾440番地 代表取締役 楠戸正人
株式会社グロップジョイ0000019317 086-208-3666 中小企業府外

東京都港区虎ノ門４丁目2番12号 代表取締役 高柳公康
株式会社ケー・デー・シー0000017249 03-5733-5111 中小企業府外

大阪府大阪市西淀川区千舟三丁目３番２号 代表取締役 伊倉雅治
株式会社ＫＤＣ0000023125 06-6195-0180 中小企業府外

（奈良県）京都府木津川市相楽城西71番地1-225 代表取締役 寺嶋圭一
株式会社ＫＢＳ0000023223 050-3619-9902 中小企業府外 （所長 寺嶋伊代子）

東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 代表取締役社長 若槻肇
株式会社 ＫＤＤＩエボルバ0000015854 03-5326-6700 大企業府外

東京都新宿区西新宿６丁目26-11 成子坂ハイツ1002号室 代表取締役 石住秀樹
株式会社元創0000023155 03-6911-3777 中小企業府外
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兵庫県姫路市北条 １丁目408番5 代表取締役 東義雄
光栄産業株式会社0000018147 079-282-5551 中小企業府外

大阪府大阪市中央区淡路町3丁目6番13号 代表取締役社長 武内紀子
株式会社コングレ0000008755 06-6229-2551 大企業府外

株式会社コングレ・グローバルコ 東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング5階 代表取締役社長 神田義男
0000021805 03-3510-3749 中小企業府外ミュニケーションズ

愛媛県松山市一番町３丁目2番地11 代表取締役 大塚忠
コンピューターシステム株式会社0000020229 089-921-6638 中小企業府外

佐川グローバルロジスティクス株 東京都品川区勝島1丁目1番1号 代表取締役社長 山本将典
0000023229 03-3768-8501 大企業府外式会社

東京都新宿区高田馬場一丁目4番15号 大樹生命高田馬場ビル8階 代表取締役 高木毅
株式会社サクシード0000023424 03-5287-7259 中小企業府外

サクラインターナショナル株式会 大阪府大阪市中央区備後町1-7-3 代表取締役 妙代金幸
0000020751 06-6264-3900 大企業府外社

大阪府大阪市北区梅田2-5-6 代表取締役 森下康夫
シー・システム株式会社0000020151 06-6136-5960 中小企業府外

東京都港区芝浦１丁目1-1 浜松町ビルディング28階 代表取締役 岩瀬弘明
株式会社システムシンク0000021594 03-6453-9701 中小企業府外

大阪府大阪市 淀川区西宮原 ２丁目7番61号 トラモンド新大阪ビル 代表取締役 喜来広司
システムスクエア株式会社0000017367 06-6115-8762 中小企業府外

（兵庫県）京都府福知山市南本町210-18 ＫＲＢＬＤＧ 2F 代表取締役 山田良作
株式会社システムリサーチ0000018718 0773-24-3301 中小企業府外 （支店長 足立和明）

（和歌山県）大阪府大阪市福島区野田５丁目17番22号 大拓ビル３階 代表取締役 川原純行
シティコンピュータ株式会社0000016705 06-6466-7080 中小企業府外 （大阪支社長 川原康宏）

奈良県奈良市佐保台二丁目902番地の377 代表取締役 中田貞徳
株式会社シティスタッフ0000018769 0742-71-0505 中小企業府外

東京都港区麻布台２丁目４番５号 メソニック３９ＭＴビル 代表取締役 丹下大
株式会社ＳＨＩＦＴ0000023374 03-6809-1128 中小企業府外

シミックヘルスケア・インスティ 東京都港区芝浦一丁目1番1号 浜松町ビルディング 代表取締役 近藤良仁
0000023608 03-6779-8160 大企業府外テュート株式会社

大阪府摂津市鳥飼中2-8-29 代表取締役 澤田一
株式会社シンワ・アクティブ0000022268 072-654-0172 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市西区西本町２丁目3番10号 代表取締役社長 松田真人
株式会社ジェイエスキューブ0000014579 06-4390-0691 中小企業府外 （本部長 石原義孝）

（東京都）大阪府大阪市北区豊崎5-4-9 代表取締役 坂本憲志
株式会社ＪＭＣ0000017218 06-6373-6218 大企業府外 （支店長 栗田直記）

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上る２丁目富永町338 京阪四条河原町ビル7 代表取締役社長執行役員 山北栄二郎
株式会社ＪＴＢ0000013942 365-7724 大企業府外 階 （支店長 上山裕之）

（大阪府）大阪府大阪市 中央区北浜 ３丁目2番25号 京阪淀屋橋ビル 代表取締役兼社長執行役員 中井昌之
株式会社ＪＴＢ京阪トラベル0000012803 06-4706-3230 中小企業府外 （所長代行 金森健治）
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（東京都）大阪府大阪市 北区堂山町1-5 三共梅田ビル5階 代表取締役社長 石田国広
ジェイ・ネクスト株式会社0000022691 06-6456-2585 中小企業府外

（取締役 内添正伸）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通六角上ル饅頭屋町617 六角長谷ビル７階 代表取締役 石塚雅洋
株式会社スーパーナース0000021778 320-5350 中小企業府外

（支店長 中村正賢）

東京都千代田区神田練塀町85番地 代表取締役 阪本耕治
株式会社スタッフサービス0000023238 03-5209-7441 大企業府外

大阪府大阪市北区天神橋４丁目1番3号 代表取締役 浜口雅昭
株式会社ステップ0000018804 06-6356-8506 中小企業府外

東京都中央区東日本橋2丁目6番11号 東日本橋ＮＳビル4階 代表取締役 石塚大輔
スポーツデータバンク株式会社0000023593 03-5823-7322 中小企業府外

東京都豊島区東池袋一丁目33番8号 代表取締役 嶋田かおり
株式会社セゾンパーソナルプラス0000015415 03-3988-2123 大企業府外

大阪府大阪市北区堂島1-5-17 堂島グランドビル8Ｆ 代表取締役 若浜久
株式会社セリオ0000023428 06-6442-0611 中小企業府外

東京都新宿区高田馬場一丁目31番18号 代表取締役 高木惠理
株式会社セルート0000018944 03-5285-5080 中小企業府外

株式会社センチュリーアンドカン 東京都中央区日本橋2丁目12番10号 代表取締役 佐藤尚弘
0000010397 03-3231-5091 大企業府外パニー

東京都豊島区池袋2丁目50番9号 第3共立ビル5階 代表取締役 山田亮
ＣＥＮＴＲＩＣ株式会社0000023564 03-6912-5164 中小企業府外

東京都港区浜松町二丁目4番1号 代表取締役 神保紀秀
株式会社綜合キャリアオプション0000023228 03-6634-4510 大企業府外

（東京都）京都府京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町 2番地 日本生命四条大宮ビル4 代表取締役 藤河芳一
株式会社ソラスト0000009319 823-6108 大企業府外 階 （支社長 井上敬仁）

大阪府枚方市出口3丁目1番20号 代表取締役 吉原毅
大建管理株式会社0000014730 072-834-2927 中小企業府外

東京都渋谷区神宮前二丁目30番22号 ビラフレスカ703 代表取締役 海藤千加子
有限会社チカソシキ0000023695 03-5771-5088 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市 浪速区湊町 １丁目4番38号 近鉄新難波ビル5階 代表取締役 和田修寛
株式会社ツーリストエキスパーツ0000017273 06-6641-8621 大企業府外 （西日本営業部長 巽栄治）

（奈良県）京都府京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436 永和御池ビル606号 代表取締役 鶴島敏章
鶴島商事株式会社0000023165 090-9885-8182 中小企業府外 （代表取締役兼所長 鶴島敏章）

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

大阪府大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 大手前センタービル１０階 代表取締役 恩田宏紀
株式会社テーク・ワン0000023380 06-6944-7577 中小企業府外

東京都新宿区歌舞伎町 １丁目1番16号 代表取締役 影山嘉昭
テイケイ株式会社0000018810 03-6233-2991 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）
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大阪府大阪市 西区立売堀 １丁目2番12号 本町平成ビル２階 代表取締役 平山昌子
株式会社データクラフト0000018732 06-6532-7014 中小企業府外

大阪府大阪市北区梅田１丁目11番4号 大阪駅前第4ビル22階 代表取締役 木下允男
株式会社ディンプル0000015956 06-6344-1023 大企業府外

東京都中央区銀座八丁目10番5号 代表取締役 河野純
株式会社電算0000022608 03-3572-5975 中小企業府外

（愛知県）大阪府大阪市北区堂島2-1-31 京阪堂島ビル9F 代表取締役 坂井幸治
トーテックアメニティ株式会社0000017226 06-6147-2100 中小企業府外 （所長 大橋卓也）

京都府城陽市寺田樋尻44番地6 代表取締役 橘彰久
東海アナース株式会社0000005598 0774-53-8702 中小企業市外

東京コンピュータサービス株式会 （東京都）京都府京都市下京区東塩小路町734 中信駅前ビル 代表取締役社長 高山芳之
0000015939 353-8411 中小企業府外 （京都支店長 瀬崎知博）社

東京都品川区南品川二丁目2番7号 代表取締役 合田嘉和
東京ソフト株式会社0000017455 050-5444-5905 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区茶屋町1-27 代表取締役 反町雄彦
株式会社東京リーガルマインド0000009813 06-6374-5021 大企業府外

（大阪法人事業本部長 石原潤）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3 大同生命京都ビル6階 代表取締役社長 坂田甲一
トッパン・フォームズ株式会社0000001515 254-4880 大企業府外 （所長 河合昭知）

東京都品川区西五反田８丁目9番5号 代表取締役社長 和泉俊也
株式会社トップスポット0000022908 03-5487-2218 大企業府外

東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル7階 代表取締役 高橋義定
株式会社トライ・アットリソース0000021093 03-6684-1975 中小企業府外

大阪府大阪市中央区南本町３丁目6番14号 代表取締役 山田善久
株式会社トライグルーフ゜0000022902 03-5211-2211 中小企業府外

大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番18号 代表取締役 安本知治
株式会社トラフィックス0000023656 06-6445-9230 中小企業府外

東京都渋谷区東一丁目2番20号 代表取締役共同社長 石見浩一
トランス・コスモス株式会社0000015699 050-1751-8404 大企業府外

トランスコスモスパートナーズ株 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号 代表取締役 瀧本一哉
0000023171 03-5354-7220 大企業府外式会社

東京都渋谷区道玄坂１丁目14番6号 代表取締役 高橋雅彦
株式会社ドクタートラスト0000021089 03-3464-4000 中小企業府外

株式会社ナースパワー人材センタ （熊本県）大阪府大阪市 北区堂島 １丁目6番20号 堂島アバンザ6階 代表取締役 木庭哲康
0000018258 06-6345-0100 中小企業府外 （大阪支店長 佐野和之）ー

（東京都）大阪府大阪市北区梅田1丁目12番17号 代表取締役 関根冨士子
株式会社ナイチンゲール0000021068 06-6454-2220 中小企業府外 （営業部長 大沼裕之）

奈良県奈良市大宮町１丁目1-25 取締役社長 森島和洋
奈良交通株式会社0000019974 0742-20-3143 大企業府外

大阪府大阪市 北区曽根崎新地 １丁目4-20 代表取締役 山川太志
株式会社ニーズ0000019566 06-6346-6393 中小企業府外
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東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 代表取締役 森信介
株式会社ニチイ学館0000008465 03-5834-5100 大企業府外

大阪府大阪市中央区南船場一丁目17番10号 取締役社長 嶋田有孝
株式会社日経サービス0000005819 06-6268-6588 中小企業府外

大阪府大阪市北区芝田１丁目4番14号 芝田町ビル2階 代表取締役 山下吾一
株式会社ニッソーネット0000019495 06-6375-2111 中小企業府外

日本郵政コーポレートサービス株 （東京都）大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 ＯＭＭビル５Ｆ 代表取締役社長 小塚健一
0000020507 06-6943-4821 大企業府外 （支社長 正木建次）式会社

（東京都）大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第２ビル15階 代表取締役 鳥居敏
株式会社日本教育クリエイト0000023196 06-6131-5101 大企業府外 （支社長 綿引敏丈）

大阪府大阪市西区江戸堀１丁目2番11号 代表取締役 山里真元
日本コムシンク株式会社0000022260 06-6448-8660 中小企業府外

日本コンベンションサービス株式 東京都千代田区霞が関1-4-2 代表取締役 近浪弘武
0000013698 03-3508-1211 大企業府外会社

日本トータルテレマーケティング 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 代表取締役 森真吾
0000022023 03-6730-0001 大企業府外株式会社

東京都豊島区高田２丁目17番22号 代表取締役会長 山城由紀雄
株式会社日本ドリコム0000021559 03-6746-0050 中小企業府外

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２階 代表取締役 西門賢治
日本パナユーズ株式会社0000013824 06-4394-8723 中小企業府外

株式会社日本ビジネスデータープ 兵庫県神戸市中央区伊藤町119番地 代表取締役 池惠二
0000008970 078-332-0871 中小企業府外ロセシングセンター

東京都港区東麻布一丁目10番12号 代表取締役 高畠リサ
株式会社日本翻訳センター0000019249 03-6277-7511 中小企業府外

ＮＯＶＡホールディングス株式会 東京都品川区東品川2-3-12 代表取締役 稲吉正樹
0000020732 03-4405-7075 大企業府外社

大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-1200号 代表取締役 坂下芳史
株式会社ハウスビルシステム0000008629 06-6346-5454 大企業府外

（滋賀県）京都府京都市伏見区竹田真幡木町53 代表取締役 橋本岩夫
橋本技術株式会社0000017985 601-2345 中小企業府外 （所長 町田輝次）

阪急コミューターバスマネジメン 大阪府豊中市庄内西町５丁目1番24号 代表取締役 和田拓郎
0000009256 06-6866-3150 中小企業府外ト株式会社

（大阪府）大阪府大阪市北区梅田二丁目5番25号 代表取締役 山川豊治
株式会社阪急トラベルサポート0000023607 06-4795-5745 大企業府外 （支店長 渡会佳朗）

東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル14階 代表取締役社長 岡田努
株式会社バックスグループ0000018215 03-6626-5911 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーＢ16階 代表取締役 木村和成
パーソルテンプスタッフ株式会社0000008830 06-7166-9470 大企業府外 （本部長 藤原理絵）

パーソルワークスデザイン株式会 東京都豊島区池袋2-65-18 代表取締役 平林由義
0000020488 03-6907-4481 大企業府外社
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（東京都）京都府京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691番地 代表取締役 中尾慎太郎
株式会社パソナ0000010469 050-3816-9933 大企業府外

（常務執行役員ｴｷｽﾊﾟｰﾄ・BPO事業本）

パソナ・パナソニックビジネスサ 大阪府大阪市中央区北浜東4番33号 北浜ネクスビル 代表取締役社長 佐野克也
0000023691 06-6910-1380 中小企業府外ービス株式会社

東京都千代田区大手町2-6-2 代表取締役 長畑久美子
株式会社パソナフォスター0000022684 03-6734-1280 中小企業府外

株式会社ヒト・コミュニケーショ （東京都）京都府京都市 下京区西洞院通 塩小路上る東塩小路町608-9 日本生命京都 代表取締役 安井豊明
0000019854 353-5811 大企業府外 三哲ビル4階 （京都支店長 三戸優志）ンズ

大阪府大阪市中央区南船場4-11-17 船場MKビル５F 代表取締役 森敦志
株式会社ヒューマンアソシエイト0000023162 06-6226-7105 中小企業府外

ヒューマングローバルコミュニケ 東京都新宿区高田馬場４丁目4番2号 代表取締役 服部孝大
0000023232 03-5386-9420 中小企業府外ーションズ株式会社

京都府宇治市広野町西裏28番地の3 代表取締役 松井純一
ヒューマンスタッフ株式会社0000012685 0774-41-2525 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市 北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーＢ11階 代表取締役 阪本昌之
株式会社ヒューマントラスト0000018990 06-6485-0560 大企業府外

（営業本部本部長 渡辺恵三）

東京都新宿区西新宿七丁目5番25号 代表取締役 御旅屋貢
ヒューマンリソシア株式会社0000009334 03-6863-9962 大企業府外

東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 代表取締役 森本宏一
ビーウィズ株式会社0000016646 03-5908-3155 大企業府外

株式会社ビーコンラーニングサー 東京都中央区日本橋茅場町 二丁目2番1号 代表取締役 近藤雅人
0000018966 03-6231-1670 中小企業府外ビス

株式会社ビジョン・コンサルティ （東京都）東京都新宿区四谷4-3-1 ワールド四谷ビル4階 代表取締役 佐藤大介
0000022886 080-4896-5876 中小企業府外 （営業部マネージャー 鎌田翔）ング

大阪府貝塚市海塚一丁目4番1号 ＡＳビル4階40Ｄ号 代表取締役 籾井秀夫
株式会社ビッグウエーブ0000016672 072-436-6067 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区堂島2-2-2 近鉄堂島ビル17階 代表取締役 松本達也
株式会社フォーラムジャパン0000022242 06-6454-2122 中小企業府外

（支店長 野崎祐子）

（神奈川県）神奈川県横浜市中区桜木町1-1 代表取締役 坂下智保
富士ソフト株式会社0000015607 050-3000-2739 大企業府外 （取締役執行役員営業本部本部長 森本真里）

富士ソフトサービスビューロ株式 東京都墨田区江東橋二丁目19番7号 代表取締役 佐藤諭
0000016733 03-5600-1731 大企業府外会社

東京都品川区西五反田八丁目9番5号 代表取締役社長 坂巻一樹
株式会社フルキャスト0000019534 03-4530-4840 大企業府外

東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル30F 代表取締役社長 島田忠信
株式会社ブレイブ0000023117 03-5322-7382 中小企業府外

（兵庫県）東京都品川区西五反田 ６丁目2番7号 ウエストサイド五反田ビル３F 代表取締役 近藤昇
株式会社ブレインワークス0000013981 03-5759-5133 中小企業府外 （取締役営業事業部長 大西信次）

東京都渋谷区神泉町8番16号 代表取締役 小原孝徳
株式会社プラスアルファ0000023590 03-5728-5500 中小企業府外
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株式会社プロスパー・コーポレー 大阪府大阪市北区西天満5丁目13番3号 高橋ビル北3号館3F 代表取締役社長 久保明彦
0000014557 06-6366-0033 中小企業府外ション

東京都港区虎ノ門四丁目1番1号 代表取締役 野田俊介
株式会社ベルシステム２４0000015376 03-6843-0024 大企業府外

（大阪府）京都府京田辺市三山木 大南山36番5号 代表取締役 山下勝
株式会社ホープ0000009357 0774-68-2277 中小企業府外 （営業所長 山下文子）

埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目16番地１ ＡＣＲＯＳＳ8階 代表取締役 安井康真
株式会社ボーダーリンク0000016707 048-631-0230 中小企業府外

兵庫県神戸市 中央区磯上通 ７丁目1番30号 代表取締役 長谷一俊
ポートスタッフ株式会社0000018735 078-230-8890 中小企業府外

東京都文京区本郷三丁目14番11号 代表取締役 笠原大介
マースジャパン株式会社0000022615 03-5800-5355 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10 京都ダイヤビル7F 代表取締役 土屋芳明
株式会社マイナビ0000022855 212-8321 大企業府外

（支社長 中尾哲弥）

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町8 京都三井ビルディング4F 代表取締役社長 滝口裕之
株式会社マイナビワークス0000015350 212-8325 大企業府外

（支社長 大嶋文生）

東京都渋谷区代々木二丁目２番１号 代表取締役社長 小関剛史
株式会社マックスコム0000018206 03-6870-5800 大企業府外

東京都新宿区西新宿７丁目１番１０号 代表取締役 柳沢知秀
株式会社マックスサポート0000023335 03-6279-4923 中小企業府外

滋賀県大津市京町４丁目5番23号 代表取締役 宇野晴久
株式会社マンアップ0000010516 077-524-9220 中小企業府外

（神奈川県）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビル 代表取締役社長 池田匡弥
マンパワーグループ株式会社0000001057 241-2030 大企業府外 （支店長 高橋道法）

大阪府大阪市北区梅田１丁目2-2-1000号 大阪駅前第2ビル1018 代表取締役 増田豊
株式会社メディアニジュウイチ0000019525 06-6345-2800 中小企業府外

株式会社メディカル・コンシェル （東京都）京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町612 四条烏丸ビル8階 代表取締役 磯野晴崇
0000015401 708-3860 大企業府外

（支社長 久森彩）ジュ

大阪府大阪市 中央区徳井町 ２丁目4番14号 代表取締役 小島啓太
株式会社メディブレーン0000012696 06-6946-1128 中小企業府外

（東京都）京都府京都市南区西九条蔵王町53-1-505 代表取締役 西村志郎
株式会社ＵＲリンケージ0000008069 075-671-8882 大企業府外 （所長 伊飼通明）

（神奈川県）大阪府大阪市中央区城見2-2-53 大阪東京海上日動ビルディング6階 代表取締役社長 森川弘二
ＵＴエフサス・クリエ株式会社0000015824 06-6942-3600 大企業府外 （支店長 伊藤博一）

株式会社ラヴェリオリンクスタッ 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目13番22号 大拓ビル17 ５Ｆ 代表取締役 稲野和之
0000023170 06-6838-7060 中小企業府外フ

東京都新宿区西新宿７丁目5-2 西新宿ビジネスキューフ゛４Ｆ 代表取締役 神野彰史
株式会社リージェンシー0000023168 03-6858-1700 中小企業府外

三重県伊勢市楠部町乙135番地 代表取締役 荒井宏幸
株式会社リブネット0000012794 0596-25-7903 中小企業府外
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岡山県岡山市南区豊成二丁目7番16号 代表取締役 松田敏之
株式会社両備システムズ0000015410 086-264-0113 中小企業府外

りらいあコミュニケーションズ株 東京都渋谷区代々木二丁目6番5号 代表取締役 網野孝
0000016029 03-5351-7200 大企業府外式会社

（東京都）大阪府大阪市中央区瓦町4-5-9 井門瓦町ビル6F 代表取締役 杉多保昭
株式会社リンクスタッフ0000020539 06-6228-8288 中小企業府外 （大阪本社長 藤田国保）

愛知県名古屋市中区錦３丁目2番32号 錦アクシスビル6階 代表取締役 篠崎雄基
株式会社ルート・ワン0000019848 052-684-9680 中小企業府外

（東京都）京都府京都市南区吉祥院石原開町10番 代表取締役 本多克行
株式会社ルフト・メディカルケア0000003315 692-1340 中小企業府外 （センター長 杉原高広）

大阪府大阪市西区阿波座1-4-4 代表取締役 末吉淳子
株式会社ワークステーション0000023193 06-4391-8803 大企業府外

株式会社ＷＯＷＯＷコミュニケー 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番5号 代表取締役社長 山崎一郎
0000022594 045-683-3660 大企業府外ションズ
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大阪府大阪市北区堂島浜２丁目2-28 堂島アクシスビル２Ｆ 代表取締役 濱田幸一
株式会社アースインフィニティ0000021593 06-4797-7522 中小企業府外

東京都渋谷区本町1-4-14 代表取締役 森山典明
アースサポート株式会社0000009873 03-3377-1100 大企業府外

大阪府羽曳野市蔵之内583番地の1 代表取締役 武田豊
株式会社アート0000018813 072-958-9075 中小企業府外

京都府宇治市槇島町清水28番地 代表取締役 高城浩亮
アートトランジット株式会社0000021319 0774-26-7088 中小企業市外

株式会社アーバントラフィックエ （東京都）大阪府大阪市淀川区西中島5丁目12番8号 エス・ティ・エスビル3階 代表取締役 鈴木弘幸
0000007647 06-6838-0002 中小企業府外 （所長 青山裕之）ンジニアリング

岡山県岡山市北区内山下1丁目1-5 代表取締役 佐藤紳朗
株式会社RSKプロビジョン0000009519 086-201-5067 中小企業府外

愛知県名古屋市北区黒川本通３丁目64 代表取締役 松本礼緒
株式会社アールエムサポート0000022298 052-912-9888 中小企業府外

熊本県熊本市中央区九品寺 一丁目5番11号 代表取締役 金子篤
株式会社RKKCS0000017331 096-312-5140 中小企業府外

香川県高松市錦町１丁目4番37号 代表取締役 吉岡邦男
株式会社アール・シー・エス0000015821 087-823-3011 中小企業府外

兵庫県西宮市江上町1番2号 代表取締役 大谷彰宏
アールシースタッフ株式会社0000022019 0798-34-5561 大企業府外

大阪府池田市畑一丁目5番27号 代表取締役 芳賀慎一
株式会社ｉｉ１０４0000022293 072-751-9104 中小企業府外

東京都豊島区東池袋四丁目5番2号 代表取締役 砂長淳洋
株式会社アイヴィジット0000015797 03-6627-9977 大企業府外

東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

株式会社アイ・エヌ・ジー・ドッ 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目4番7号 代表取締役 牛原良三
0000015812 06-4706-3440 中小企業府外トコム

あいおいニッセイ同和損害保険株 （東京都）京都府京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町2 日本生命四条大宮ビル6階 代表取締役社長 新納啓介
0000016719 821-6204 大企業府外 （理事 支店長 神原宏臣）式会社

愛知県小牧市高根 １丁目200番地 代表取締役 加藤弥生
株式会社アイコーメディカル0000018729 0568-78-0966 大企業府外

愛知県名古屋市東区東桜二丁目10番1号 代表取締役 中山かつお
株式会社アイ・シー・アール0000021569 052-939-1201 中小企業府外

大阪府大阪市中央区今橋4-3-6 代表取締役 小井英嗣
株式会社Ｉ・Ｃ・Ｓ0000022510 06-6206-7828 中小企業府外

（広島県）大阪府大阪市北区西天満5丁目1-9 大和地所南森町ビル2F 代表取締役 清水慶典
株式会社あい設計0000007700 06-6366-0241 中小企業府外 （支社長 三谷学）

東京都江東区豊洲三丁目2番24号 代表取締役 石田伸一
ＩＴｂｏｏｋ株式会社0000013067 03-6770-9971 中小企業府外
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東京都中央区日本橋堀留町二丁目1番3号 代表取締役 関丈太郎
アイテック株式会社0000010079 03-6810-7710 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市伏見区過書町792番地2 代表取締役 前田幸治
アイテック株式会社0000015041 604-4640 大企業府外

（支店長 辻芳尚）

大阪府大阪市福島区海老江１丁目1番31号 代表取締役 水本好信
アイテック阪急阪神株式会社0000015836 06-6456-5200 中小企業府外

（群馬県）大阪府大阪市中央区島之内１丁目17-12 代表取締役 今井久登
株式会社アイ・ディー・エー0000007755 06-6563-7544 中小企業府外 （事業部長 黒岩玄）

福井県福井市今市町66-20-2 ベルテクス福井本部ビル4階 代表取締役 酒井長巳
アイビーソリューション株式会社0000023587 0776-38-6373 中小企業府外

大阪府大阪市 北区東天満 １丁目6番6号 代表取締役 平内隆司
株式会社アイピー総研0000019876 06-6352-0806 中小企業府外

株式会社アイベック・ビジネス教 東京都千代田区内神田 ２丁目9番14号 寺本ビル6階 代表取締役 関根健夫
0000019286 03-5294-6855 中小企業府外育研究所

宮城県仙台市青葉区五橋二丁目12番1号 代表取締役 大山晃弘
アイリスオーヤマ株式会社0000019862 022-211-3400 大企業府外

東京都千代田区麹町二丁目14番地 代表取締役 飯嶋庸夫
アイング株式会社0000010357 03-6267-1717 大企業府外

（滋賀県）京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391 第10長谷ビル4F 代表取締役 谷口彰
アインズ株式会社0000001659 353-7383 中小企業府外 （所長 藤澤成倫）

大阪府守口市文園町5番19号 代表取締役 青野幸三
青野スポーツ施設株式会社0000006328 06-6992-4018 中小企業府外

大阪府大阪市西区靱本町一丁目6番10号 本町西井ビル 代表取締役 青山幸夫
株式会社青山建築積算事務所0000007351 06-6443-0430 中小企業府外

大阪府大阪市東淀川区西淡路１丁目1番32号 新大阪アーズビル 代表取締役 中尾万里
赤沢産業株式会社0000005445 06-6990-1250 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市 北区紫野 下柏野町6番9 代表取締役 山形喜久
株式会社アカツキ0000017268 748-0050 中小企業府外

（所長 小泉隆）

東京都港区赤坂1-8-1 代表取締役社長 江川昌史
アクセンチュア株式会社0000016697 03-3588-3000 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区木川東４丁目8番33号 代表取締役社長 淡野文孝
アクティオ株式会社0000015405 06-6308-5720 大企業府外 （大阪支店長 荒川満徳）

三重県名張市赤目町相楽619番地の1 代表取締役 池之上拓也
株式会社アクト0000023395 0595-63-8261 中小企業府外

東京都港区東新橋一丁目1番19号 代表取締役 新谷学
株式会社アクトプロ0000023114 03-3569-0280 中小企業府外

大阪府大阪市西区京町堀1丁目10番14号 代表取締役 福留純子
株式会社アコード0000013873 06-6445-0557 中小企業府外

大阪府大阪市福島区大開１丁目19番7号 代表取締役 浅羽信宏
株式会社浅羽計器0000022913 06-6461-1061 中小企業府外
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（東京都）京都府京都市西京区下津林前泓町23 代表取締役社長 遠藤玄一郎
アサヒ飲料販売株式会社0000019966 394-5831 中小企業府外

（支店長 片吉徹也）

大阪府堺市中区深阪2丁9番11号 代表取締役 奥山耕司
朝日給食株式会社0000012980 072-235-6000 中小企業府外

（東京都）大阪府吹田市垂水町3丁目35番31号 代表取締役社長 加藤浩士
朝日航洋株式会社0000008170 06-6338-3321 大企業府外 （支社長 福本博史）

東京都港区海岸２丁目4番2号 代表取締役社長 村田年正
株式会社アサヒセキュリティ0000015575 03-5441-8383 大企業府外

大阪府大阪市生野区桃谷１丁目3番23号 代表取締役 中田知宏
アサヒプリンティング株式会社0000019291 06-6711-0116 中小企業府外

大阪府大阪市中央区谷町7丁目5番1号 代表取締役 伊丹修司
アサミ情報システム株式会社0000000595 06-6762-0051 中小企業府外

愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目1310番地 代表取締役 西村竹松
アシスト株式会社0000016741 052-908-0020 中小企業府外

東京都港区芝四丁目１３‐３ ＰＭＯ田町東１０Ｆ 代表取締役 大隈太嘉志
株式会社明日葉0000022889 03-3452-3350 大企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地 （明治安田生命京都ビ 代表取締役 畠山仁
アジア航測株式会社0000001109 254-0447 大企業府外 ル7Ｆ） （支店長 土川忠士）

大阪府大阪市中央区安土町3-2-14 代表取締役 高橋聰子
株式会社あじょ0000022329 06-6266-7731 中小企業府外

大阪府羽曳野市伊賀５丁目1番4号 代表取締役 黒川洋
株式会社アスウェル0000018103 072-939-7861 中小企業府外

東京都文京区小石川５丁目2番2号 代表取締役 萩野吉俗
株式会社明日香0000019925 03-6912-0015 中小企業府外

東京都港区虎ノ門５丁目12-13 ザイマックス神谷町ビル2Ｆ 代表取締役 安井秀行
株式会社アスコエパートナーズ0000022893 03-6452-8724 中小企業府外

大阪府大阪市北区東天満2丁目7番12号 代表取締役 大嶋雄三
株式会社アステム0000008981 06-6242-6681 中小企業府外

愛知県名古屋市西区名駅一丁目１番１７号 名駅ダイヤメイテツビル１１階 代表社員 山岡輝之
あすの監査法人0000022871 052-855-3497 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通四条上る笋町691番地 りそな京都ビル 理事長代表社員 森俊哉
有限責任あずさ監査法人0000015848 221-1531 大企業府外 （京都事務所長 田中基博）

兵庫県尼崎市南初島町12番地の6 代表取締役 荒木宣人
株式会社アセック0000000520 06-6482-6660 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル811号 代表取締役 小林和弘
株式会社アセンサ0000020505 06-6476-9235 中小企業府外 （支店長 松岡真司）

（福岡県）福岡県飯塚市芳雄町7番18号 代表取締役社長 麻生巌
株式会社麻生0000012793 092-833-7754 大企業府外 （部長 内田大蔵）

福岡県福岡市早良区百道浜２丁目4番27号 代表取締役 瀧中秀敏
株式会社麻生情報システム0000015801 092-833-5120 中小企業府外
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（大阪府）大阪府松原市三宅西４丁目740番地6 代表取締役 平敦志
株式会社アップケイズ0000015798 072-336-1266 中小企業府外

（営業所長 平敦志）

京都府宇治市槙島町落合121番地の2 代表取締役社長 鈴木良平
株式会社アテスト0000004250 0774-21-2170 中小企業市外

大阪府大阪市中央区北浜3丁目1番6号 代表取締役 八瀬誠
アトラス情報サービス株式会社0000008506 06-6231-0771 中小企業府外

東京都世田谷区用賀 ２丁目39番11号 代表取締役 安光正則
株式会社アトリス0000018102 03-5491-5125 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区生玉町3番10号 取締役社長 杉本昌弘
株式会社アド近鉄0000005540 06-6774-5400 中小企業府外

大阪府大阪市西区阿波座1丁目3番15号 JEI西本町ビル7階 代表取締役社長 大嶋禎
株式会社アド・ダイセン0000022273 06-6534-2212 中小企業府外

東京都目黒区中央町一丁目5番12号 代表取締役 野澤裕
ANEOS株式会社0000021079 03-5768-8251 中小企業府外

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-1-38 ソシエ弐番館1階 代表取締役 山田佳澄
アパマーケティング株式会社0000019245 0467-87-7513 中小企業府外

アビームコンサルティング株式会 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 代表取締役社長 鴨居達哉
0000016715 03-6700-8022 大企業府外社

東京都品川区南大井 ６丁目17番7号 代表取締役 浅川洋子
アビット株式会社0000019303 03-3765-0011 中小企業府外

東京都中央区築地四丁目1番17号 銀座大野ビル5階 代表取締役 青木紘二
株式会社アフロ0000022680 03-3546-0263 中小企業府外

（神奈川県）京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花町6番地 代表取締役 津田博之
アマノ株式会社0000013883 662-2171 大企業府外 （支店長 田中壮一）

アマノマネジメントサービス株式 （神奈川県）大阪府大阪市西区立売堀１丁目6番17号 代表取締役 前川龍男
0000015832 06-6531-5713 大企業府外

（支店長 坂下正幸）会社

東京都千代田区神田鍛冶町３丁目6番地7 代表取締役 土元健司
アミタサーキュラー株式会社0000022004 03-5296-9372 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区本町2-5-7 代表取締役 長尾利彦
アライドテレシス株式会社0000018298 06-7639-2077 大企業府外 （関西中四国支社長 伊東大輔）

（大阪府）大阪府大阪市東成区深江北１丁目3番7号 代表取締役 有光幸紀
有光工業株式会社0000019883 06-6973-2001 中小企業府外 （課長 佃清次）

大阪府箕面市箕面６丁目3-1 代表取締役 天白成一
株式会社アルカディア0000019950 050-5830-0750 中小企業府外

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート 東京都大田区山王一丁目3番5号 代表取締役 尻無濱秀治
0000015841 03-3773-2021 大企業府外株式会社

福岡県宗像市樟陽台二丁目14番地6 代表社員 加藤治
合同会社アルタイル0000020536 0940-51-3079 中小企業府外

愛知県名古屋市中区栄1丁目29番29号 代表取締役 大石宇多野
株式会社アルティアセントラル0000011896 052-229-1101 中小企業府外
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大阪府河内長野市日東町11-8 代表取締役 山本省三
株式会社アルファテクノ0000020171 0721-21-5134 中小企業府外

（東京都）京都府京都市伏見区中島北ノ口町25番地 代表取締役 福神雄介
アルフレッサ株式会社0000000768 623-5201 大企業府外

（関西営業本部京滋営業部長 矢頭明）

大阪府大阪市中央区南船場２丁目4-1 美貴ビル8F 代表取締役 全允子
株式会社アレスコ0000022256 06-6267-1168 中小企業府外

東京都港区六本木6丁目8番10号 ＳＴＥＰ六本木ビルＷＥＳＴ 代表取締役 菅原康弘
株式会社アローズネクスト0000021302 03-5411-7831 中小企業府外

（兵庫県）大阪府大阪市西区立売堀一丁目8番1号 本町立売堀ビル８階 代表取締役 清水章弘
安西工業株式会社0000006385 06-6543-7077 中小企業府外 （支店長 山西浩二）

福岡県福岡市城南区飯倉1-6-25 代表取締役 古賀功一
株式会社あんしんサポート0000022831 092-843-1881 中小企業府外

愛知県安城市明治本町9番7号 代表取締役 林典英
株式会社安城電機0000020747 0566-75-5515 中小企業府外

（岐阜県）京都府京都市中京区烏丸通三条東入ル梅忠町24 代表取締役 熊本直樹
ａｎｄ株式会社0000023011 075-283-0617 中小企業府外

（所長 新井俊彦）

東京都千代田区霞が関1丁目4番1号 代表取締役 紀野恵
ANNAI株式会社0000022018 050-5845-4015 中小企業府外

広島県広島市中区大手町三丁目2番19号 ﾊﾟｰｿﾝﾗｲﾌﾋﾞﾙ2F 代表取締役 元山一
株式会社 ES CONSULTING GROUP0000023156 082-244-8328 中小企業府外

大阪府大阪市 北区梅田 ２丁目4-9 ブリーゼタワー１階ＳＹＮＴＨ 代表取締役 榎原友樹
株式会社イー・コンザル0000020489 050-8884-6510 中小企業府外

株式会社イー・シー・インターナ 東京都渋谷区広尾111-2 アイオス広尾ビル7Ｆ 代表取締役 久保雄嗣
0000021983 03-6459-3210 中小企業府外ショナル

大阪府東大阪市荒本北1丁目4番17号 クリエイション・コア東大阪4階 代表取締役 森下修二
イーシーテクノ株式会社0000016698 06-6747-2323 中小企業府外

イージス・グループ有限責任事業 三重県四日市市朝日町１番４号 職務執行者 斎藤孝宏
0000023396 059-359-7670 中小企業府外組合

広島県広島市西区井口五丁目6番4号 代表取締役社長 田中稔道
株式会社イーセル0000023633 082-270-0358 中小企業府外

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（栃木県）大阪府大阪市 淀川区宮原5-1-18 新大阪第27松屋ビル701 代表取締役 高久和男
イートランド株式会社0000018164 06-6152-9061 中小企業府外 （所長 冨士原晃子）

東京都豊島区西池袋三丁目27番12号 代表取締役 西塚淳一
株式会社EPファーマライン0000022274 03-5979-8128 大企業府外

（東京都）東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 代表社員 片倉正美
ＥＹ新日本有限責任監査法人0000016653 06-6940-0100 大企業府外 （業務責任者 福竹徹）

ＥＹストラテジー・アンド・コン 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー 代表取締役 近藤聡
0000023100 03-3503-3500 大企業府外サルティング株式会社
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イオンクレジットサービス株式会 東京都千代田区神田錦町一丁目1番地 代表取締役 藤田健二
0000023612 03-5281-2030 大企業府外社

大阪府大阪市北区芝田1丁目16番1号 代表取締役 石原敏孝
株式会社いきいきライフ阪急阪神0000022046 06-6373-5394 中小企業府外

大阪府大阪市西区阿波座一丁目15番15号 第一協業ビル 代表取締役 松井精朗
株式会社いけうち0000015818 06-6538-1075 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原3丁目3番31号 代表取締役社長 石垣真
石垣メンテナンス株式会社0000005546 06-6350-0171 中小企業府外 （支店長 東良史）

京都府福知山市篠尾新町2丁目88番地 代表取締役 竹中悠
株式会社石坪0000012693 0773-22-4181 中小企業市外

京都府木津川市木津清水61番地3 代表者 石本さと子
石本事務所0000022558 0774-72-1366 中小企業市外

大阪府大阪市北区中之島3丁目3番3号 代表取締役 山中孝文
泉株式会社0000009093 06-6448-5551 中小企業府外

兵庫県尼崎市東七松町一丁目15番20号 代表取締役 泉原久人
泉興業株式会社0000008800 06-6488-5005 中小企業府外

（愛知県）京都府久世郡久御山町森川端8 代表取締役 佐竹浩
株式会社ヰセキ関西中部0000013003 075-631-3109 大企業府外 （京都営業部長 小西正幸）

（大阪府）滋賀県大津市中央三丁目1番8号 代表取締役 大西博史
一冨士フードサービス株式会社0000009894 077-510-2900 中小企業府外 （支社長 川嵜英樹）

兵庫県加古川市上荘町薬栗27番地の1 代表取締役 木下一成
株式会社一成0000022800 079-428-0682 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市住之江区南港北一丁目24番22号 代表取締役社長 田畑彰久
いであ株式会社0000007554 06-4703-2812 大企業府外 （専務取締役支社長 冨士原優次）

東京都中央区入船3-10-9 新富町ビル7階 代表取締役 對比地徳明
株式会社井手口0000018977 03-6280-3911 中小企業府外

東京都千代田区大手町一丁目2番1号 代表取締役 中田雅之
出光グリーンパワー株式会社0000018794 03-6870-6572 中小企業府外

大阪府大阪市 中央区平野町 ２丁目4番12号 平二ビル6Ｆ 代表取締役 櫛部隆行
伊藤喜ベストメイツ株式会社0000019262 06-6223-3739 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区難波五丁目1番60号 代表取締役 井村優
株式会社イムラ0000009699 06-6586-6423 大企業府外 （部長 清田隆利）

イヨンインターナショナル株式会 東京都港区南青山一丁目1番1号 新青山ビル西館23階 代表取締役 原寛
0000021797 03-3470-1755 中小企業府外社

大阪府大阪市西淀川区佃５丁目９番３２号 代表取締役社長 山谷敏
イワキ・モリタニ電工株式会社0000012882 06-6472-2641 中小企業府外

兵庫県尼崎市若王寺3丁目19番12号 代表取締役 生地寛行
イワタニファインガス株式会社0000006547 06-6498-4161 中小企業府外

東京都台東区駒形二丁目5番6号 代表取締役 日下剛
イン・エックス株式会社0000019919 03-5830-6820 中小企業府外
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（東京都）京都府京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町558 三洋室町ビル4階 代表取締役 舟橋孝之
株式会社インソース0000020552 741-8770 大企業府外

（所長 亀崎智里）

大阪府大阪市北区豊崎三丁目20番1号 インターグループビル 代表取締役 小谷寿平
株式会社インターグループ0000009134 06-6372-8048 中小企業府外

株式会社インターネットイニシア 東京都千代田区富士見 二丁目10番2号 代表取締役社長 勝栄二郎
0000009701 03-5205-6500 大企業府外ティブ

東京都千代田区九段北1-5-10 九段クレストビル６階 代表取締役 松元洋一
株式会社インターブックス0000022291 03-5212-4652 中小企業府外

静岡県浜松市中区伝馬町311番地の14 代表取締役 西剛太
株式会社インタラック関西東海0000013123 053-456-8171 中小企業府外

東京都東久留米市本町一丁目4番1号 代表取締役 村上清幸
株式会社インテージリサーチ0000019290 042-476-5300 中小企業府外

（富山県）大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目6番29号 フォーキャスト堺筋本町ビル 代表取締役 北岡隆之
株式会社インテック0000016763 050-1702-0476 大企業府外

（部長 大和浩之）

株式会社インテックソリューショ （東京都）大阪府大阪市北区豊崎5-4-9 代表取締役社長 石井貞行
0000020977 06-6376-3291 中小企業府外

（西日本本部長 浅野満）ンパワー

東京都新宿区新宿二丁目３番１３号 大橋ビル 代表取締役 東間大
株式会社インバウンドテック0000023429 03-6274-8400 中小企業府外

福岡県福岡市中央区大名二丁目4番30号 代表取締役 前川裕貴
株式会社ウィズグループ0000022041 092-712-0306 中小企業府外

ＷＩＴＨＰＲＯＪＥＣＴＳ株式会 大阪府大阪市西区京町堀2-3-4 サンヤマトビル4階 代表取締役 木林威夫
0000023635 06-6441-6123 中小企業府外社

大阪府高槻市城北町 １丁目14-17-501 代表取締役 川端康寛
株式会社ウィット0000019915 072-668-3275 中小企業府外

大阪府大阪市福島区福島5丁目13番18号 代表取締役 新城正明
ｗｅｐａｒｋ株式会社0000021301 06-6456-3711 中小企業府外

（愛媛県）広島県広島市中区幟町13-11 明治安田生命広島幟町ビル12F 代表取締役 村上道照
株式会社ウィン0000023118 082-502-2800 中小企業府外

（支店長 川上真由美）

千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデン 代表取締役 草開千仁
株式会社ウェザーニューズ0000016768 043-274-5590 大企業府外

東京都港区西新橋三丁目16番11号 代表取締役 ヨンソン・バン
ウエストロー・ジャパン株式会社0000015813 03-4520-1200 中小企業府外

京都府宇治市宇治米阪30番地14 所長 上田博
上田電気設備管理事務所0000019488 0774-23-5174 中小企業市外

東京都港区新橋一丁目16番4号 りそな新橋ビル６Ｆ 代表取締役 濱之上一人
株式会社ウェルキッズ0000022355 03-5537-7450 中小企業府外

大阪府大阪市中央区北浜三丁目1-6 サン北浜ビル4F 代表取締役 田中学
株式会社ウェルクル0000021779 06-6484-7321 中小企業府外

東京都台東区柳橋一丁目26番3号 代表取締役 上谷祐次亮
株式会社ウェルプラ0000022039 03-6206-0122 中小企業府外
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東京都目黒区五本木一丁目33番13号 代表取締役社長 宮下研一
ウェルリンク株式会社0000022618 03-5725-1033 中小企業府外

株式会社ウォーターエージェンシ （東京都）大阪府吹田市広芝町10番28号 代表取締役社長 榊原秀明
0000007412 06-6386-9701 大企業府外

（営業所長 深水正孝）ー

（東京都）大阪府大阪市西区新町二丁目20番6号 代表取締役 早坂克浩
株式会社ウォーターテック0000006322 06-7653-8941 中小企業府外 （支店長 西川 祐）

（大阪府）京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町 200番地 千代田生命京都御池ビル7 代表取締役社長 田所伸浩
株式会社魚国総本社0000010580 221-5421 大企業府外 F （代表取締役社長 田所伸浩）

愛媛県宇和島市新田町一丁目1番41号 代表取締役 二宮徳仁
株式会社ウォンズ0000023557 0895-20-1556 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市淀川区塚本三丁目4番4号 代表取締役 河野祐士
株式会社宇佐美エナジー0000022286 06-6304-3711 中小企業府外 （副支店長 進藤幸久）

（東京都）東京都江東区木場２丁目17番16号 ビサイド木場１階 代表取締役 五木田行男
株式会社ウチダテクノ0000014022 03-5931-8507 中小企業府外

（常務取締役 石橋晃）

（東京都）大阪府大阪市中央区和泉町２丁目2番2号 代表取締役 大久保昇
株式会社内田洋行0000006030 06-6920-2742 大企業府外

（大阪支店長 岡野清吾）

株式会社内田洋行ＩＴソリューシ （東京都）京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町830番地 京都エクセルヒュ 代表取締役 新家俊英
0000001532 075-341-4141 大企業府外 ーマンビル （支店長 谷口重太郎）ョンズ

一般社団法人運転従事者脳MRI健 東京都新宿区四谷 １丁目23番地 東京貨物運送健康保険組合会館4階 代表理事 水町重範
0000022686 03-6274-8555 中小企業府外診支援機構

株式会社ヴァリアス・ディメンシ （東京都）大阪府大阪市西区京町堀一丁目8番33号 京町堀スクエア6階 代表取締役 阪柳敏行
0000022840 06-4803-8036 中小企業府外 （関西支社長 三上直磯）ョンズ

大阪府松原市田井城１丁目６‐２２ 、５Ｆ‐Ａ 代表社員 項師
ヴィレップス合同会社0000022342 072-294-6450 中小企業府外

東京都港区海岸三丁目20番20号 ヨコソーレインボータワー 代表取締役 内野一尋
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社0000009970 03-5765-1330 大企業府外

千葉県千葉市中央区中央港１丁目22番7号 代表取締役社長 谷勝博
ＡＳロカス株式会社0000007773 043-203-5301 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町8 京都三井ビルディング6階 代表取締役社長 菅谷とも子
ＡＮＡあきんど株式会社0000023113 050-3755-1078 大企業府外 （支店長 山下肇）

大阪府大阪市阿倍野区旭町１丁目3番3 代表取締役 西口茂樹
株式会社エーシーユー0000018082 06-6633-8880 中小企業府外

東京都港区東新橋一丁目5番2号 代表取締役 西谷雅史
エースチャイルド株式会社0000023569 03-5843-8930 中小企業府外

株式会社エーティーエルシステム 山梨県甲府市太田町9番7号 代表取締役 佐藤公紀
0000020590 055-220-6456 中小企業府外ズ

千葉県柏市柏６丁目9番地18号 代表取締役社長 後藤秀樹
株式会社エーディエス0000022588 04-7160-2355 中小企業府外

滋賀県大津市観音寺2番2号 代表取締役 勝部伊織
株式会社エービー企画0000017436 077-522-1676 中小企業府外
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東京都港区東新橋一丁目1番19号 代表取締役 遠藤圭造
株式会社ＡＰコレクト0000023107 03-5537-7820 中小企業府外

大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目3番10号 代表取締役 竹田浩一
エーベックス商事株式会社0000009706 06-6243-9272 中小企業府外

（大阪府）大阪府枚方市中宮大池2丁目10番1号 代表取締役 道志年章
エア・ウォーター西日本株式会社0000023561 072-840-1564 大企業府外 （所長 北之防豊）

（兵庫県）大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目１番３号 代表取締役 酒井勇次
エア・ウォーター防災株式会社0000013690 06-6394-9520 大企業府外 （支社長 河村繁郎）

（東京都）京都府京都市下京区五条通大宮南門前町480 富士火災京都ビル 代表取締役社長兼ＣＥＯ ジェームス・ナッ
ＡＩＧ損害保険株式会社0000010269 371-2111 大企業府外 （支店長 大谷一就）

兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目3番9号 代表取締役 白木志津代
株式会社AFJ0000020775 078-335-5373 中小企業府外

（東京都）東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル46階 代表取締役社長 古後昌彦
株式会社エイジェック0000018737 03-5909-8361 中小企業府外

（統括本部長 石原征二）

（東京都）大阪府大阪市北区梅田3-4-5 梅田インテシオ１６Ｆ 代表取締役 矢田素史
株式会社エイチ・アイ・エス0000022877 06-7635-9600 大企業府外

（所長 野口慎一）

東京都港区西新橋３丁目２番１号 Ｄａｉｗａ西新橋ビル９階 代表取締役 八木厚樹
エイチ・エス債権回収株式会社0000023403 03-5402-4317 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区西九条東島町61番地 代表取締役 加登伸一
エイチ・エス写真技術株式会社0000008223 075-671-7980 中小企業府外 （所長 塩田猛）

北海道札幌市中央区北四条西７丁目1番地8 代表取締役執行役員社長 伊藤尚樹
株式会社ＨＢＡ0000020468 011-231-8301 大企業府外

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 代表取締役 森敏明
Ｈ.Ｕ.ウェルネス株式会社0000013721 050-2000-5003 中小企業府外

株式会社ＨＹＳエンジニアリング （東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目2番22号 代表取締役 飯田一郎
0000006019 06-6947-5931 大企業府外

（支店長 小俣勇二）サービス

（岡山県）京都府京都市下京区烏丸通松原下る五条烏丸町400 代表取締役 小谷裕司
株式会社エイト日本技術開発0000007449 075-353-0410 大企業府外

（支店長 三木史郎）

エイベックス・エンタテインメン （東京都）大阪府大阪市中央区西心斎橋2-1-25 Ｗ‐Ｐｌａｃｅ５Ｆ 代表取締役 黒岩克己
0000022667 06-6484-3680 大企業府外 （支社長 矢崎直博）ト株式会社

大阪府箕面市船場東1-15-31 代表取締役 大富國正
株式会社エキスプレス0000023119 06-6315-3161 大企業府外

岐阜県羽島市舟橋町 本町 ５丁目32番地 代表取締役 渡辺勉
株式会社エクス0000019508 058-227-3410 中小企業府外

東京都新宿区新宿2丁目12番8号 ＡＣＮ新宿ビル9階 代表取締役 小川皓生
エクスモバイル株式会社0000023598 03-6709-8197 中小企業府外

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8番33号 サウスコア205号室 代表取締役 仲村樹正
株式会社エコシティサービス0000013119 045-941-5725 中小企業府外

（大阪府）大阪府枚方市北山1丁目54番55号 代表取締役 武藤正幸
株式会社エコ・テクノ0000007152 072-864-1623 中小企業府外 （枚方支店長 高原久）
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愛知県名古屋市 西区あし原町7番地 代表取締役 長田修明
株式会社エコ・ポリス0000019849 052-501-7002 中小企業府外

東京都江戸川区中央 １丁目18番12-603号 代表取締役 荒川とも子
エコユニット株式会社0000020517 03-5879-2001 中小企業府外

（東京都）東京都新宿区西新宿ニ丁目1番1号 代表取締役 東俊一
株式会社エスアールエル0000009444 03-6279-0939 大企業府外 （専務取締役 松本誠）

大阪府大阪市 北区中之島 ２丁目3番18号 代表取締役 原野芳弘
株式会社エスエムエス0000009445 06-6210-2240 中小企業府外

東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー 代表取締役 後藤夏樹
株式会社エス・エム・エス0000023556 03-6721-2400 大企業府外

大阪府大阪市福島区野田5丁目17番22号 代表取締役 岸本進
株式会社エス・エル0000010277 06-6468-7180 中小企業府外

大阪府岸和田市春木大小路町6番16号 代表取締役 善野謙一
株式会社エスオーシー0000023632 072-439-3529 中小企業府外

大阪府大東市三箇４丁目18番18号 代表取締役 岡屋敷豊
エスク株式会社0000015849 072-871-1065 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区北浜1丁目8番16号 大阪証券取引所ビル23階 代表取締役 渡辺篤史
ＳＣＳＫサービスウェア株式会社0000023425 06-6231-9017 大企業府外 （執行役員第四事業本部長 井上裕貴）

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 代表取締役 鎌田正彦
ＳＢＳロジコム株式会社0000021245 050-1741-3216 大企業府外

東京都新宿区新宿六丁目27番30号 代表取締役 阿多親市
ＳＢテクノロジー株式会社0000019514 03-6892-3050 大企業府外

東京都千代田区飯田橋3丁目11番20号 ＳＰビル 代表取締役 安良岡洋介
株式会社エスピー研0000008029 03-3239-0071 中小企業府外

東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 代表取締役 江川克之
株式会社ＳＰフォーラム0000015134 03-6259-1800 中小企業府外

京都府久世郡久御山町田井新荒見270番地1 代表取締役 山本国明
株式会社ＳＹ0000014713 0774-46-5544 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島五丁目9番1号 代表取締役 大野眞里
株式会社エックス都市研究所0000007605 06-6195-7464 中小企業府外 （支店長 高橋美樹）

株式会社エデュケーショナルネッ 東京都千代田区富士見二丁目11番11号 代表取締役 二瓶嘉男
0000021113 03-5275-2101 大企業府外トワーク

大阪府大阪市中央区平野町２丁目1番14号 代表取締役 呉羽伊知郎
株式会社エトレ0000020522 06-6202-5230 中小企業府外

ＮＥＣキャピタルソリューション （東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 代表取締役社長 菅沼正明
0000001654 352-4775 大企業府外 （京都営業所長 渡邉祐史）株式会社

ＮＥＣソリューションイノベータ （埼玉県）東京都江東区新木場一丁目18番7号 代表取締役 石井力
0000018162 03-5534-2625 大企業府外 （本部長 鈴木真人）株式会社

東京都港区芝一丁目15番11号 代表取締役 矢倉聡
ＮＥＣ ＶＡＬＷＡＹ株式会社0000023242 03-6631-3994 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0025 その他（上記以外）
0001 その他（上記以外）

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）京都府京都市中京区壬生坊城町24-1 （古川勘ビル） 代表取締役 鈴木浩
ＮＥＣフィールディング株式会社0000003855 812-5800 大企業府外

（京都支店長 川本清）

（東京都）東京都港区西新橋1-6-21 ＮＢＦ虎ノ門ビル 代表取締役 山崎直人
株式会社エヌ・エイ・シー0000021791 03-3501-5502 中小企業府外

（ヘルスケア事業本部長 杉山聡）

（東京都）大阪府大阪市中央区谷町3丁目1番18号 代表取締役社長 松本浩司
株式会社ＮＨＫエンタープライズ0000021054 06-6945-7131 大企業府外 （総支社長 山崎秋一郎）

株式会社エヌエイチケイプラネッ （東京都）大阪府大阪市中央区谷町三丁目１番１８号 代表取締役 山崎秋一郎
0000014020 06-6945-7100 大企業府外 （総支社長 井上利丸）ト

大阪府大阪市北区梅田１丁目4-2100号 代表取締役 近藤雅彦
株式会社エヌ・エス・アイ0000015839 06-6442-8401 中小企業府外

株式会社エヌエスイーエデュケー 大阪府大阪市北区西天満四丁目7番13号 新老松ビル1階12号室 代表取締役 砂田裕章
0000022673 06-6313-2700 中小企業府外ション

（東京都）大阪府吹田市垂水町2-36-27 代表取締役 須磨重孝
エヌエス環境株式会社0000007561 06-6310-6222 大企業府外

（支社長 鈴木拓哉）

株式会社ＮＸワンビシアーカイブ （東京都）大阪府大阪市中央区瓦町２丁目2番7号 代表取締役 林田直也
0000004624 06-6232-2400 大企業府外

（支店長 藤塚浩二）ズ

大阪府大阪市北区中之島三丁目3番23号 代表取締役社長 辻隆博
ＮＣＳ＆Ａ株式会社0000008625 06-6443-1991 大企業府外

（東京都）京都府宮津市文珠179-1 代表取締役社長 村上雅亮
株式会社ＮＪＳ0000004237 0772-22-8263 大企業府外 （所長 伊藤泰二）

（東京都）大阪府大阪市北区梅田１丁目11番4-2200号 代表取締役 安田貞美
株式会社エヌジェーシー0000010281 06-6136-3230 中小企業府外 （常務取締役 古賀茂）

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 代表取締役社長 澤田閥
NTT-ATエムタック株式会社0000014585 03-3350-5171 中小企業府外

エヌ・ティ・ティ・システム開発 （東京都）京都府京都市下京区東塩小路町７３４ 代表取締役社長 田村浩一
0000016737 353-8281 大企業府外

（京都支店長 小野塚保）株式会社

エヌ・ティ・ティ・スマートコネ 大阪府大阪市 北区大深町3番1号 代表取締役 牧内貴文
0000017330 06-6147-5091 中小企業府外クト株式会社

（東京都）東京都中野区中央3丁目24番9号 代表取締役社長 村田和也
NTTタウンページ株式会社0000021116 03-6279-3097 大企業府外 （取締役ソリューション営業部長 井上登晃）

株式会社エヌ・ティ・ティ・デー 大阪府大阪市北区堂島三丁目1番21号 代表取締役社長 古田正雄
0000010280 050-5545-3101 大企業府外タ関西

株式会社エヌ・ティ・ティ・デー 東京都千代田区平河町2丁目7番9号 代表取締役社長 山口重樹
0000013045 03-3221-7011 大企業府外タ経営研究所

（東京都）大阪府大阪市北区梅田1-10-1 梅田ＤＴタワー 代表取締役 井伊基之
株式会社ＮＴＴドコモ0000009144 06-6457-8514 大企業府外 （支社長 齋藤武）

ＮＴＴビジネスソリューションズ （大阪府）京都府京都市中京区烏丸三条上ル場之町604 代表取締役社長 上原一郎
0000006331 075-253-0272 中小企業府外 （取締役 京都ビジネス営業部長 川田道靖）株式会社

（大阪府）大阪府大阪市都島区東野田町四丁目15番82号 代表取締役社長 桂一詞
株式会社ＮＴＴフィールドテクノ0000021518 06-6450-5000 中小企業府外 （取締役関西支店長 篠浦伸得）
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株式会社ＮＴＴマーケティングア （大阪府）大阪府大阪市都島区東野田町４丁目15番地82号 代表取締役社長 室林明子
0000014597 06-6490-0480 大企業府外

（ＣＸソリューション部長 今倉健一）クトＰｒｏＣＸ

東京都千代田区大手町一丁目1番2号 代表取締役社長社長執行役員 大田勝幸
ENEOS株式会社0000022851 03-6257-5124 大企業府外

大阪府大阪市北区大淀北一丁目6番110号 代表取締役社長 岡田雅彦
株式会社エネゲート0000014098 06-6458-7301 大企業府外

滋賀県大津市月輪２丁目19番6号 代表取締役 井上博司
エネサーブ株式会社0000004404 077-543-6330 大企業府外

東京都港区芝公園二丁目6番3号 代表取締役 谷口直行
株式会社エネット0000010283 03-5733-2233 中小企業府外

大阪府大阪市北区芝田２丁目3-19 東洋ビル本館３Ｆ 代表取締役 川見俊之
エネルギーフロンティア株式会社0000021252 06-6940-7681 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区平野町3丁目2番13号 平野町中央ビル 代表取締役 吉田俊範
荏原実業株式会社0000006001 06-6231-3171 大企業府外

（支社長 菊池桂司）

株式会社エフウォーターマネジメ （滋賀県）京都府京都市中京区東洞院通り蛸薬師下ルエステートビル四条烏丸5F 代表取締役 岡本伸康
0000007342 256-1076 中小企業府外

（所長 小嶋政宏）ント

株式会社エフエスユニマネジメン 東京都港区芝浦３丁目4ー1 代表取締役 菊池秀二
0000021081 03-5442-7661 中小企業府外ト

東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 代表取締役 島崎知格
株式会社エフオン0000023345 03-4500-6450 中小企業府外

東京都港区芝浦三丁目1番21号 管財人 富永浩明
株式会社 Ｆ‐Ｐｏｗｅｒ0000019101 03-5544-8672 大企業府外

京都府城陽市寺田袋尻1-8 リチャードビル2F 代表取締役 西田佳代子
株式会社ＦＰＣ0000022250 0774-55-6820 中小企業市外

東京都港区赤坂六丁目1番20号 代表取締役社長 佐野達彦
ＦＶジャパン株式会社0000019967 03-3558-0521 中小企業府外

大阪府大阪市 北区大深町4番20号 グランフロントタワーＡ 代表取締役 杉本和彦
株式会社エフレジ0000020475 06-6485-3737 中小企業府外

大阪府大阪市 中央区備後町 ２丁目4番9号 代表取締役 櫛谷忠則
株式会社エム・アールビジネス0000018726 06-6231-9541 中小企業府外

東京都新宿区高田馬場4丁目39番7号 代表取締役 関野正明
株式会社エム・エイチ・アイ0000013939 03-3371-1481 大企業府外

東京都港区港南二丁目16番1号 代表取締役 三池正泰
エム・シー・ヘルスケア株式会社0000015418 03-5781-7808 大企業府外

（埼玉県）大阪府大阪市西区西本町3-1-46 奥内第5ビル608号 代表取締役 宮崎訓
株式会社Ｍ’ｓジャパン0000023697 050-6861-3414 中小企業府外 （大阪営業所長 大場礼奈）

株式会社エムズジャパンセキュリ 大阪府大阪市 西区阿波座 １丁目13番11号 代表取締役 明石光正
0000017223 06-6537-3939 中小企業府外ティ

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 代表取締役 前多俊宏
株式会社エムティーアイ0000020783 03-5333-6789 大企業府外
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大阪府大阪市此花区酉島2丁目2番8号 代表取締役 高井伸一
株式会社エムティアイ0000006918 06-6462-2181 中小企業府外

鹿児島県鹿児島市鴨池新町5番22号 代表取締役 宮島高志
株式会社エム・デイ・エス0000021114 099-255-1413 中小企業府外

大阪府大阪市此花区梅町２丁目２番２５号 代表取締役 中 篤司
株式会社エムライン0000015209 06-6468-7505 中小企業府外

東京都港区芝浦１丁目2番3号 代表取締役 渡部晴夫
株式会社ＬＳＩメディエンス0000008392 03-6400-2201 大企業府外

大阪府摂津市庄屋１丁目8-11 代表取締役 山本王明
株式会社エルエフ関西0000020523 06-6170-9875 中小企業府外

東京都大田区千鳥2-10-16 代表取締役 塩見泰成
株式会社エルコム0000015365 03-5482-2155 中小企業府外

東京都品川区南品川２丁目2番地13号 南品川ＪＮビル６階 取締役社長 今中建男
エルティーライト株式会社0000023677 03-5479-3510 中小企業府外

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング６階 代表取締役 菅原貴弘
株式会社エルテス0000023109 03-6550-9280 中小企業府外

大阪府高槻市宮野町12番20号 代表取締役 大西三郎
株式会社エンジニアサカウエ0000012863 072-674-3608 中小企業府外

大阪府大阪市西区新町１丁目21-8-1507 代表 北川和恵
エンパワーモチベーション0000018761 06-6536-1064 中小企業府外

兵庫県豊岡市神美台157番76 代表取締役 鈴木寛
ＯＥＳアクアフオーコ株式会社0000014588 0796-29-5210 中小企業府外

大分県大分市東春日町17番57号 代表取締役社長 加藤健
株式会社オーイーシー0000014618 097-537-1212 中小企業府外

大阪府大阪市 中央区南船場 １丁目17番11号 上野ＢＲビル 代表取締役 岡崎芳郎
有限会社ＯＭＫ0000020170 06-6265-1755 中小企業府外

東京都渋谷区代々木２丁目4番9号 代表取締役 神崎厚葉
株式会社オークス0000017224 03-3320-4880 中小企業府外

（兵庫県）兵庫県神戸市中央区浜辺通四丁目1-23 代表取締役 魚本崇
株式会社オーシスマップ0000016221 078-862-5370 中小企業府外 （支店長 門田浩）

大阪府大阪市西区千代崎三丁目南2番37号 代表取締役社長 中沢正和
株式会社オージス総研0000007491 06-6584-0011 大企業府外

（東京都）鳥取県倉吉市秋喜243番地 代表取締役社長 砂長潔
オーディーエス株式会社0000023688 0858-28-5631 中小企業府外 （本部長 灘吉健）

株式会社オープンループパートナ 東京都新宿区新宿４丁目3-17 ＦＯＲＥＣＡＳＴ新宿ＳＯＵＴＨ７階 代表取締役 駒井滋
0000021589 03-5368-3088 大企業府外ーズ

滋賀県大津市鏡が浜6番23号 代表取締役 鈴木良治
有限会社オーミ交安施設0000015842 077-522-1169 中小企業府外

（香川県）東京都豊島区東池袋3-13-2 代表取締役 神田進
大倉工業株式会社0000022646 03-6912-5041 大企業府外 （支店長 和氣宅哉）
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（大阪府）大阪府大阪市中央区平野町４丁目1番2号 代表取締役社長 藤原正隆
大阪瓦斯株式会社0000020289 06-6205-4803 大企業府外

（業務部長 造座克之）

大阪府大阪市 中央区大手前 ２丁目1番7号 大阪赤十字会館6階 理事長 松本進
一般財団法人大阪市環境保健協会0000018159 06-4792-7070 中小企業府外

大阪府大阪市阿倍野区旭町一丁目2番7号 代表取締役 尾原正史
株式会社大阪水道総合サービス0000015278 06-6633-1100 大企業府外

大阪府大阪市 住之江区新北島 ７丁目1番79号 代表取締役 谷口斌
大阪すみれ分包機株式会社0000008903 06-6657-7168 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町566-1 代表取締役社長 大塚裕司
株式会社大塚商会0000001098 252-6851 大企業府外 （支店長 宇野直基）

京都府八幡市下奈良小宮7 代表取締役 濱田篤介
オカガミ株式会社0000019981 075-981-8301 中小企業市外

（神奈川県）京都府京都市 下京区烏丸通 四条下る水銀屋町612番地 四条烏丸ビル7階 代表取締役 中村雅行
株式会社オカムラ0000017276 211-6491 大企業府外

（支店長 兵庫満）

大阪府大阪市西淀川区中島二丁目8番4号 代表取締役 横川博昭
株式会社オグラ0000022224 06-6473-5230 中小企業府外

大阪府大阪市 西淀川区大和田 一丁目2番7号 代表取締役 小倉清和
小倉商事株式会社0000019569 06-6472-4561 中小企業府外

大阪府大阪市福島区福島五丁目13番18-517号 代表取締役 森本純子
株式会社オフィス愛0000016739 06-6456-5666 中小企業府外

株式会社オフィス・オルタナティ 大阪府大阪市 北区天神橋 ２丁目 北2番25号 代表取締役 平岡直子
0000008960 06-6585-0662 中小企業府外ブ

神奈川県横浜市中区本牧間門33-13-501 代表取締役 長田哲征
オフソサエティ株式会社0000020212 045-263-8820 中小企業府外

大阪府大阪市中央区城見2丁目1番5号 代表取締役社長 名部正彦
株式会社オプテージ0000006949 06-7501-8474 大企業府外

東京都品川区大崎三丁目5番2号 代表取締役 森田宏樹
株式会社オプティマ0000018939 03-3493-8800 中小企業府外

オムロン ソーシアルソリューシ （東京都）大阪府大阪市福島区福島3丁目14番24号 代表取締役社長 細井俊夫
0000005256 06-6347-5852 大企業府外 （事業所長 中村太）ョンズ株式会社

オムロンフィールドエンジニアリ （東京都）大阪府大阪市福島区福島3丁目14-24 福島阪神ビルディング 代表取締役 四方克弘
0000005336 06-6348-1811 大企業府外 （近畿支店長 辻本一司）ング株式会社

大阪府大阪市中央区南船場4丁目6番10号 代表取締役 細川俊介
オリエンタル機電株式会社0000006394 06-6251-3415 中小企業府外

オリオン・ラドセーフメディカル 東京都品川区西五反田２丁目12番19号 代表取締役 原邦彦
0000013752 03-5759-6011 中小企業府外株式会社

東京都港区浜松町 ２丁目4番1号 代表執行役 井上亮
オリックス株式会社0000017466 06-6578-1667 大企業府外

オリファサービス債権回収株式会 東京都新宿区大久保一丁目3番21号 代表取締役社長 松浦治
0000023112 03-6233-3450 中小企業府外社
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オリンパスマーケティング株式会 （東京都）京都府京都市下京区五条通室町西入東錺屋町186 代表取締役 安藤幸二
0000014033 341-5550 中小企業府外

（支店長 加藤隆之）社

大阪府大阪市中央区南船場１丁目3-9 プレミアム長堀ビル301 代表取締役 大朏宗徳
オンキヨー株式会社0000023192 06-6271-0005 中小企業府外

大阪府守口市佐太 東町 １丁目14番9号 代表取締役 岡村邦彦
株式会社音通0000020721 06-6372-9100 大企業府外

東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2番地34 代表取締役 小池好子
株式会社会議録研究所0000009002 03-3267-6051 中小企業府外

東京都新宿区住吉町1番15号 代表取締役 皆川芳弘
株式会社カイテック0000022259 03-3351-1293 中小企業府外

大阪府大阪市西区新町１丁目28番11号 安川ビル５F 代表取締役 畚野信恒
株式会社カクタス0000023186 06-6533-3005 中小企業府外

大阪府大阪市北区堂島浜１丁目2番地1号 新ダイビル26階 代表取締役 清水卓
カコムス株式会社0000022531 06-6342-7811 中小企業府外

鹿児島県鹿児島市山下町9番5号 代表取締役 西修平
鹿児島国際航空株式会社0000023642 0995-58-2304 中小企業府外

株式会社カスタマーリレーション 大阪府大阪市北区曾根崎一丁目2番9号 代表取締役 植原大祐
0000023239 06-6316-8060 大企業府外テレマーケティング

神奈川県川崎市 多摩区登戸新町129番地1 代表取締役 松井隆幸
株式会社加速器分析研究所0000020502 044-934-0020 中小企業府外

東京都千代田区大手町１丁目9番2号 代表取締役社長 桐山毅
株式会社価値総合研究所0000007936 03-5205-7900 中小企業府外

京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字沼尻65番地の1 代表取締役 西村隆雄
株式会社羯摩0000004313 0774-88-4470 中小企業市外

大阪府高槻市北園町13番32-505号 金尾正哉
金尾不動産鑑定0000021275 072-685-1273 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区淡路町３丁目1番9号 代表取締役社長執行役員 渡辺亮
兼松エレクトロニクス株式会社0000016759 06-6201-5547 大企業府外

（支社長 宮崎健司）

奈良県香芝市北今市四丁目245番地の1 代表取締役 亀川法生
株式会社カメカワ0000020438 0745-76-4128 中小企業府外

有限会社カメキンリサイクルシス 京都府亀岡市西別院町笑路頭木田1番地8 取締役 大山昇
0000015879 0771-27-2546 中小企業市外テムズ

カヤバシステムマシナリー株式会 三重県津市雲出長常町1129番地11 代表取締役 坂井静
0000008803 059-234-4111 大企業府外社

愛知県名古屋市千種区日和町5丁目3番地 本山日和町ヒルズ3階 代表理事 佐渡治彦
一般社団法人カリエーレ・コムサ0000023623 090-1759-4631 中小企業府外

福岡県宮若市磯光1134番地2 代表取締役 苅野毅
株式会社苅野0000016743 0949-28-7532 中小企業府外

（静岡県）京都府京都市南区上鳥羽北花名町47番地 代表取締役 河合弘隆
株式会社河合楽器製作所0000008181 075-682-6214 大企業府外 （店長 伊藤勉）
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愛知県名古屋市昭和区円上町4番12号 代表取締役 板頭眞智子
株式会社川上キカイ0000023627 049-288-3201 中小企業府外

カワサキグリーンエナジー株式会 兵庫県神戸市中央区東川崎町三丁目１番１号 代表取締役 臼井勝久
0000022875 078-682-5227 中小企業府外社

（東京都）大阪府大阪市北区曽根崎２丁目12番7号 清和梅田ビル 代表取締役 橋本康彦
川崎重工業株式会社0000005011 06-6484-9310 大企業府外 （支社長 田坂秀樹）

株式会社カワサキマシンシステム （大阪府）兵庫県明石市川崎町1番1号 代表取締役 高橋治郎
0000009170 078-921-8588 大企業府外 （所長 藤井義弘）ズ

川重環境エンジニアリング株式会 東京都江東区木場２丁目17番12号 代表取締役 近藤哲也
0000015866 03-5809-8360 大企業府外社

（東京都）大阪府大阪市 北区堂島浜町1-4-19 代表取締役 山野長弘
川田テクノシステム株式会社0000010305 06-7167-0683 中小企業府外 （近畿中部ビジネスセンター長 荒木敏明）

（埼玉県）大阪府大阪市北区梅田二丁目5番13号 桜橋第一ビル304号 代表取締役 山田正巳
株式会社カンエイメンテナンス0000010298 050-6875-0618 中小企業府外

（所長 磯照男）

大阪府大阪市中央区南船場１丁目11-9 長堀八千代ビル 代表取締役 瀧口泰寛
株式会社カンキョウ0000017562 06-6266-9169 中小企業府外

大阪府豊中市岡町南１丁目1番10号 代表取締役 佐藤亮
環境科学大阪株式会社0000013010 06-6855-0667 中小企業府外

大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目4番2号 代表取締役 中野 晋
環境設計株式会社0000007718 06-6261-2144 中小企業府外

京都府相楽郡精華町光台二丁目3番9 代表取締役 西山勝栄
株式会社環境総合リサーチ0000004269 0774-41-0200 中小企業市外

一般財団法人関西環境管理技術セ 大阪府大阪市西区川口2丁目9番10号 理事長 小林啓
0000000565 06-6583-3262 中小企業府外ンター

大阪府豊中市庄内東町６丁目7番8号 代表取締役 三條場英敏
関西軌器有限会社0000022653 06-6334-7416 中小企業府外

大阪府大阪市中央区天満橋京町1番26号 代表取締役 上野泉
株式会社関西計画技術研究所0000007761 06-6942-6852 中小企業府外

大阪府大阪市中央区城見１丁目3番7号 松下ＩＭＰビル 会長 森下俊三
一般財団法人関西情報センター0000010569 06-6809-1093 中小企業府外

兵庫県西宮市六湛寺町9番8号 代表取締役 森剛
株式会社関西情報センター0000019961 0798-35-4873 中小企業府外

大阪府豊中市服部本町2丁目8番19号 代表取締役 戸梶創
関西水道用品株式会社0000010309 06-6863-6764 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区悲田院町8-22 代表取締役 山本清治
関西データシステム株式会社0000016731 06-6772-8503 中小企業府外

大阪府大阪市北区中之島三丁目6番16号 代表執行役 森望
関西電力株式会社0000009731 06-7501-0214 大企業府外

関西ビジネスインフォメーション 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番18号 代表取締役社長 武枝和彦
0000007563 06-4803-2200 大企業府外株式会社
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関西レコードマネジメント株式会 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目4番4号 代表取締役 池田彰
0000018044 06-7506-9714 中小企業府外社

大阪府大阪市中央区安土町1丁目3番5号 代表取締役社長 大石富彦
株式会社ＫＡＮＳＯテクノス0000007437 06-6263-7306 大企業府外

兵庫県尼崎市浜一丁目1番1号 代表取締役社長 川久保知一
株式会社管総研0000007939 06-6470-6300 中小企業府外

大阪府大阪市都島区東野田町1丁目5番14号 京橋フロントビル 代表取締役社長 藤友英教
株式会社かんでんＣＳフォーラム0000023640 06-4963-8838 中小企業府外

大阪府大阪市中央区備後町３丁目6番2号 代表取締役社長 中島宏
株式会社関電パワーテック0000022593 06-4705-8636 大企業府外

大阪府高槻市芝生町２丁目52番10号 代表取締役 阿部陽
株式会社カンプリ0000015709 072-679-4300 中小企業府外

東京都港区西麻布三丁目1番25号 代表理事 鈴木俊明
管路情報協同組合0000021781 03-6721-0280 中小企業府外

東京都北区堀船2-17-1 代表取締役 西原武幸
株式会社学習調査エデュフロント0000018081 03-5390-7568 中小企業府外

大阪府大阪市 北区梅田 ２丁目5番10号 代表取締役社長 中井清和
株式会社学情0000019246 06-6346-6830 大企業府外

愛媛県松山市三番町四丁目9番地5 代表取締役社長 別府幹雄
株式会社ガバメイツ0000022017 089-968-2075 大企業府外

ガリバー・インターナショナル株 大阪府大阪市 北区豊崎 ３丁目6番17号 代表取締役 野中政秀
0000019272 06-6485-3000 中小企業府外式会社

奈良県奈良市中院町11番地 理事長 辻村泰善
公益財団法人元興寺文化財研究所0000021270 0742-23-1376 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区清水谷町4番12号 代表取締役 木内啓文
株式会社木内計測0000013853 06-6762-0864 中小企業府外

大阪府大阪市西区京町堀一丁目8番5号 代表取締役社長 小久保鉄也
株式会社気象工学研究所0000016202 06-6441-1022 中小企業府外

東京都渋谷区代々木１丁目46-1 キハラビル4階 代表取締役 安田祐輔
株式会社キズキ0000022849 03-6273-0796 中小企業府外

北日本コンピューターサービス株 秋田県秋田市南通築地15番32号 代表取締役 江畑佳明
0000014680 018-834-1811 中小企業府外式会社

栃木県宇都宮市南大通り二丁目6番1号 ＫＩＤＳ1ＳＴＢＬＤ 代表取締役 大塚雅一
株式会社キッズコーポレーション0000021351 028-638-7010 中小企業府外

東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 代表取締役 川村卓也
株式会社木下抗菌サービス0000023103 03-5908-2389 中小企業府外

キハラ・プリザベーション株式会 埼玉県さいたま市中央区円阿弥七丁目3番23号 代表取締役 木原一雄
0000022237 048-795-7345 中小企業府外社

大阪府大阪市西区京町堀３丁目2-14 代表取締役 木村正和
キムラポンプシステム株式会社0000020215 06-7175-7344 中小企業府外
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株式会社キャップエンターテイン 大阪府大阪市中央区内淡路町2-2-11-1101 代表取締役 中家秀樹
0000022830 06-4790-7455 中小企業府外メント

キヤノンＩＴソリューションズ株 （東京都）大阪府大阪市西区土佐堀２丁目2番4号 土佐堀ダイビル 代表取締役社長 金澤明
0000018154 06-7635-3000 大企業府外

（大阪事業所長 前田貴純）式会社

キヤノンマーケティングジャパン （東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目 2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役 足立正親
0000023638 06-7739-2047 大企業府外 ト （支店長 北岡康人）株式会社

キヤノンメディカルシステムズ株 （栃木県）京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338番地 代表取締役社長 瀧口登志夫
0000008371 354-9977 大企業府外 （支店長 平田康成）式会社

東京都港区南青山三丁目1番30号 代表取締役 石田正則
キャプラン株式会社0000021628 03-6734-1236 大企業府外

滋賀県栗東市六地蔵709番地3 代表取締役 太田雅章
株式会社キャムズ0000022656 077-551-0517 中小企業府外

キャリアマネジメントコンサルテ 大阪府大阪市西区京町堀２丁目2-1 スミタビル5Ｆ 代表取締役 財部憲作
0000019905 06-6459-3882 中小企業府外ィング株式会社

東京都新宿区西新宿２丁目1番1号 代表取締役 成澤素明
キャリアリンク株式会社0000017291 03-3340-5077 大企業府外

東京都品川区西五反田1丁目3-8 代表取締役 福吉潤
株式会社キャンサースキャン0000019910 03-6420-3390 中小企業府外

福岡県福岡市中央区天神一丁目4-2 代表取締役 山岡武海
株式会社ＱＴｍｅｄｉａ0000023411 092-726-2805 中小企業府外

大阪府大阪市 北区西天満 ３丁目8番20号 代表取締役社長 谷垣岩身
協愛株式会社0000017290 06-6362-8471 中小企業府外

東京都八王子市横山町10-2 八王子ＳＩＡビル 代表取締役 神戸涼次
株式会社教育ソフトウェア0000022835 042-649-9600 中小企業府外

（大阪府）京都府久世郡久御山町栄二丁目1番204 代表取締役社長 加藤伸一
共同印刷西日本株式会社0000008197 0774-41-1231 中小企業府外

（営業所長 柘植高志）

東京都新宿区若葉1-10-11 代表取締役 塚本吉朗
株式会社協働管財0000020755 03-3353-1120 中小企業府外

協同組合大阪再生資源業界近代化 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目4番2号 コシカイカン内 代表理事 橘重久
0000023539 06-6191-6432 中小企業府外協議会

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原4丁目3番7号 ＭＰＲ新大阪ビル 代表取締役 吉村俊治
共和化工株式会社0000005558 06-6150-2211 中小企業府外 （支店長 河野吉治）

大阪府高槻市唐崎南2丁目5番1号 代表取締役 中村昌延
共和紙料株式会社0000023570 072-678-0858 中小企業府外

大阪府東大阪市川俣1丁目14番30号 代表取締役社長 大崎健一
株式会社キョクトウ0000009487 06-6789-6631 中小企業府外

（兵庫県）京都府京都市伏見区竹田向代町川町102番 ウイングヒルズ上鳥羽口205 代表取締役 布原達也
極東開発工業株式会社0000002660 602-1077 大企業府外 （所長 澤田裕二）

（大阪府）京都府京都市山科区音羽野田町15番地3 ファーストビル 代表取締役 村岡基
株式会社極東技工コンサルタント0000007383 583-2650 中小企業府外 （所長 田中孝一）
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極東サービスエンジニアリング株 東京都品川区東品川 ３丁目15-10 代表取締役 山根哲
0000016766 03-5781-9833 中小企業府外式会社

滋賀県湖南市石部口二丁目7番33号 代表取締役 小宮山茂幸
喜楽鉱業株式会社0000010121 0748-77-4689 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町807 ローダック21京都ビ 理事長 谷本光司
一般社団法人近畿建設協会0000015870 352-2571 大企業府外 ル6F （支所長 大嶋政夫）

大阪府大阪市 北区東天満 ２丁目6番5号 代表取締役 田中恒良
近畿工業株式会社0000017301 06-6351-7290 中小企業府外

大阪府大阪市北区天満3丁目9番6号 代表取締役 坂本恵一
近畿設備株式会社0000006945 06-6356-3977 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市伏見区北浜町595-103 代表取締役 西田克也
近畿ビルサービス株式会社0000023615 603-5556 中小企業府外 （所長 山本伸司）

山口県宇部市大字西岐波1540番地の12 代表取締役 白井義美
株式会社ぎじろくセンター0000012811 0836-51-6191 中小企業府外

岡山県岡山市北区高柳西町1-23 代表取締役 友野泰志
株式会社議事録発行センター0000009177 086-255-1332 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区谷町三丁目1番9号 代表取締役社長 成吉弘次
株式会社ぎょうせい0000007298 06-4790-9351 大企業府外 （支社長 清水恭二）

東京都江東区新木場1丁目18番地11号 代表取締役社長 徳田貴史
株式会社行政マネジメント研究所0000019242 03-5534-6941 中小企業府外

東京都墨田区両国4-37-2 TKF会館5F 代表取締役 佐野竜太
株式会社魚雷映蔵0000022020 03-5637-8310 中小企業府外

大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号 ツイン21MIDタワー9階 代表取締役 北林弘行
CooKai株式会社0000021800 06-4862-6805 中小企業府外

東京都千代田区大手町二丁目3番2号 代表取締役 高木真也
株式会社クニエ0000018945 03-3517-2292 大企業府外

大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 代表取締役 北尾裕一
株式会社クボタ0000000572 06-6648-2111 大企業府外

クボタ環境エンジニアリング株式 （東京都）兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 代表取締役 中河浩一
0000005513 06-6470-5921 中小企業府外 （支社長 加藤佳行）会社

奈良県奈良市高天町45 アート福住ビル2Ｆ 取締役 河瀬直美
有限会社組画0000017361 0742-27-2216 中小企業府外

（埼玉県）大阪府大阪市北区中之島二丁目2番2号 大阪中之島ビル8階 代表取締役 川鍋大二
株式会社クリーン工房0000013134 06-6223-5450 大企業府外 （専務取締役 川鍋一朗）

クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式 大阪府大阪市中央区船場中央２丁目2番5-233号 代表取締役 河谷幸生
0000021362 06-6121-2329 大企業府外会社

滋賀県栗東市出庭1817-2 代表 深井吉宏
クリニート0000023546 077-521-8450 中小企業府外

クリモトパイプエンジニアリング 大阪府大阪市住之江区泉２丁目1番64号 代表取締役社長 原田新
0000022036 06-6686-1101 中小企業府外株式会社
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（大阪府）京都府京都市中京区間之町通御池上る高田町502番地 花柳ビル2階6号室 代表取締役 糟谷剛之
株式会社クレイブ0000023139 366-4776 中小企業府外

（所長 阿部真実）

大阪府枚方市東田宮一丁目11番1‐303号 代表取締役 田中ひろみ
株式会社クレセント0000022674 072-846-5125 中小企業府外

東京都新宿区西新宿３丁目20番2号 東京オペラシティタワー24F 代表取締役 五十嵐幹
株式会社クロス・マーケティング0000019955 03-6859-2251 中小企業府外

東京都板橋区中丸町11番2号 ワコーレ要町ビル7階 代表取締役 高鍬仁一
株式会社グッドスタッフ0000022661 03-5986-2280 中小企業府外

東京都港区赤坂 ２丁目20番5号 代表取締役 古見彰里
グラビス・アーキテクツ株式会社0000020166 03-6441-3931 中小企業府外

東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目5番8号 代表取締役 石井大地
株式会社グラファー0000021963 03-3405-7007 中小企業府外

東京都渋谷区南平台町4-8-508 代表取締役 中島悠
株式会社グリーンアップル0000019958 03-6427-1085 中小企業府外

大阪府大阪市中央区南船場一丁目17番11号 上野BRビル 代表取締役 岡村雅明
株式会社グリーンエコ0000010125 06-6484-5571 中小企業府外

（福岡県）京都府京都市伏見区竹田田中殿町75番地 代表取締役 久保孝二
株式会社グリーンクロス0000018278 605-3171 大企業府外 （支社長 高村尚宏）

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 代表取締役 善田高志
株式会社グリーンハウス0000013076 03-3379-1211 大企業府外

グリットグループホールディング 東京都新宿区高田馬場三丁目12番2号 代表取締役 山崎秀人
0000021787 03-5937-8466 中小企業府外ス株式会社

東京都千代田区有楽町１丁目1番2号 代表取締役 杉原章郎
株式会社ぐるなび0000017300 03-6744-6463 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区本町二丁目6番10号 本町センタービル６階 代表社員 小西道代
行政書士法人ｸﾞﾛｰｱｯﾌﾟ0000023224 06-6120-0571 中小企業府外

（代表社員 加賀谷暢也）

静岡県静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー16階 代表取締役 白旗保則
グローバルデザイン株式会社0000020144 054-273-6385 中小企業府外

福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目20番15号 代表取締役 森俊英
グローバルブレインズ株式会社0000021952 092-482-1364 中小企業府外

福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目12番5号 代表取締役 谷川将
株式会社グローバルワークス0000022254 092-477-8110 中小企業府外

岡山県岡山市中区さい東町2丁目2番5号 代表取締役 原田竜一郎
株式会社グロップ0000018845 086-273-2369 大企業府外

岡山県岡山市 東区中尾440番地 代表取締役 楠戸正人
株式会社グロップジョイ0000019317 086-208-3666 中小企業府外

（福岡県）京都府宇治市神明宮北3番7 代表取締役 畑田良伊
株式会社ＫＲＣ0000021239 0774-25-7100 中小企業府外 （支社長 西芝実）

（大阪府）京都府京都市中京区西ノ京東中合町74番地 代表取締役社長 岡本総一郎
株式会社ケーエスケー0000008141 802-1500 大企業府外 （支店長 藤井慎太郎）
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大阪府堺市中区深井清水町3761番地 代表取締役 高村憲明
株式会社ＫＧＳ0000008036 072-279-6770 中小企業府外

東京都港区虎ノ門４丁目2番12号 代表取締役 高柳公康
株式会社ケー・デー・シー0000017249 03-5733-5111 中小企業府外

大阪府大阪市西淀川区千舟三丁目３番２号 代表取締役 伊倉雅治
株式会社ＫＤＣ0000023125 06-6195-0180 中小企業府外

（奈良県）京都府木津川市相楽城西71番地1-225 代表取締役 寺嶋圭一
株式会社ＫＢＳ0000023223 050-3619-9902 中小企業府外 （所長 寺嶋伊代子）

ＫＰＭＧコンサルティング株式会 東京都千代田区大手町１丁目9番7号 代表取締役 宮原正弘
0000023141 03-3548-5111 大企業府外社

東京都武蔵村山市伊奈平一丁目70番2号 代表取締役 深澤重幸
ＫＳＳ株式会社0000020395 042-560-2042 中小企業府外

株式会社ケイエスティープロダク 京都府向日市上植野町桑原12番地の9 代表取締役 時岡伸行
0000017207 933-2555 中小企業市外ション

岡山県岡山市北区平田117番地の120 代表取締役 荻野良
株式会社ケイエルシステム0000023542 086-244-3567 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区今橋４丁目4番7号 代表理事 田口学
一般財団法人経済調査会0000007888 06-6233-2020 中小企業府外 （支部長 内田和嘉）

（東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目2番72号 代表取締役社長 高橋誠
ＫＤＤＩ株式会社0000011903 06-7177-0076 大企業府外 （支社長 物江信明）

東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 代表取締役社長 若槻肇
株式会社 ＫＤＤＩエボルバ0000015854 03-5326-6700 大企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区天神山町280番地 石勘ビル5F-18 取締役社長 中妻裕司
株式会社京阪エージェンシー0000000201 708-5775 中小企業府外 （所長 原園浩明）

（大阪府）京都府京都市東山区毘沙門町43-7-207 代表取締役 宮城和光
京阪園芸株式会社0000005524 741-7541 中小企業府外

（所長 麻田卓男）

大阪府寝屋川市高宮栄町11番10号 代表取締役 長元良二
株式会社京阪工技社0000009016 06-6951-5803 中小企業府外

岡山県倉敷市福田町 古新田1214-17 代表取締役 井上泰裕
株式会社健康日本総合研究所0000017277 086-454-0208 中小企業府外

株式会社建設環境コンサルティン （大阪府）大阪府大阪市中央区北浜東4番33号 代表取締役 山下敏之
0000007950 06-4791-3151 中小企業府外 （大阪支店長 西達樹）グ

（東京都）京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680番地 代表取締役社長 中村哲己
株式会社建設技術研究所0000007310 075-353-7088 大企業府外 （所長 秋月憲夫）

京都府亀岡市追分町大堀71番地 代表取締役 石川直史
有限会社ゲームアンドチャイルド0000021631 0771-25-1557 中小企業市外

東京都新宿区西新宿６丁目26-11 成子坂ハイツ1002号室 代表取締役 石住秀樹
株式会社元創0000023155 03-6911-3777 中小企業府外

東京都墨田区両国一丁目12番8号 代表取締役 中野茂季
株式会社現代けんこう出版0000014567 03-3846-1088 中小企業府外
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（大阪府）大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番20号 代表取締役 森内康之
株式会社コーユービジネス0000000842 06-6263-2412 中小企業府外

（所長 西村宜晃）

（東京都）京都府京都市中京区間之町通御池下ル綿屋町520-1 京ビル2号館801号室 代表取締役 梅木孝治
コーユーレンティア株式会社0000015885 222-1172 大企業府外

（所長 高尾昌寛）

大阪府大阪市西区江戸堀三丁目1番31号 R＆Hビル 代表取締役 安田剛
株式会社コアジャパン0000019980 06-6147-7736 中小企業府外

（神奈川県）愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階2520号室 代表取締役 岩本守
興栄商事株式会社0000022847 052-856-2968 中小企業府外 （営業部長 加藤克己）

東京都港区西新橋３丁目6-10 代表取締役 日暮琢也
株式会社工業市場研究所0000021973 03-6459-0150 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区高麗橋４丁目1-1 興銀ビル２階 代表取締役 根岸千尋
株式会社広済堂ネクスト0000000613 06-7178-0530 大企業府外 （代表取締役 根岸千尋）

大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番20号 代表取締役 大藤武彦
株式会社交通システム研究所0000013934 06-6101-7001 中小企業府外

東京都千代田区隼町2番13号 プライムビル3階 代表取締役 岩城陽子
株式会社高電社0000019926 03-6705-5720 中小企業府外

兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目3番8号 代表取締役 藤岡亮介
神戸綜合速記株式会社0000009210 078-321-2522 中小企業府外

滋賀県甲賀市甲賀町 大原市場922番地 代表取締役 北角治太
甲陽興産株式会社0000020719 0748-88-5380 中小企業府外

コカ・コーラボトラーズジャパン 東京都港区赤坂九丁目7番1号 代表取締役社長 カリン・ドラガン
0000015856 0120-866-509 大企業府外株式会社

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上ル二丁目富永町338 （京阪四条河原町ビ 代表取締役社長 土方聡
国際航業株式会社0000007320 351-0530 大企業府外 ル） （支店長 芳本有正）

（東京都）大阪府大阪市 中央区南船場2-3-2 南船場ハートビル 代表取締役社長 梅原亮介
国際文化財株式会社0000017384 06-4708-5424 中小企業府外

（支店長 川井健士）

（東京都）京都府京都市 下京区綾小路通 烏丸西入童侍者町167番 AYA四条烏丸ビル8 代表取締役 山岸喬
コクヨマーケティング株式会社0000013080 353-0301 大企業府外 階 （関西支社長 下辻則仁）

（福岡県）大阪府大阪市住吉区長居４丁目12番21号 代表取締役 築山邦弘
株式会社コスモリサーチ0000015878 06-6629-8271 中小企業府外 （支店長 岩田登）

兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目4番地 125号棟1404号室 代表取締役 家崎孝治
有限会社古代文化調査会0000014675 078-857-6368 中小企業府外

大阪府大東市御領３丁目10番1号 代表取締役 田中稔
コック食品株式会社0000015880 072-873-4344 中小企業府外

特定非営利活動法人子連れスタイ 茨城県つくば市梅園2-17-4 Mo-baco ２F 代表理事 光畑由佳
0000023194 029-886-8985 中小企業府外ル推進協会

（東京都）京都府京都市山科区椥辻中在家町8-1 シード山科中央ビル4Ｆ 代表取締役 深澤幸郎
株式会社コトブキ0000001726 582-8335 中小企業府外 （所長 荻田太郎）

（東京都）大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 ＯＡＰタワー１５Ｆ 代表取締役 深澤重幸
コトブキシーティング株式会社0000018025 06-4801-8270 中小企業府外 （支店長 別所秀則）
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（東京都）東京都港区芝浦一丁目1番1号 浜松町ビルディング 代表執行役社長兼ＣＥＯ 大幸利充
コニカミノルタ株式会社0000023631 050-3187-9033 大企業府外

（事業部長 伴野篤利）

（東京都）大阪府大阪市西区西本町2丁目3-10 代表取締役 大須賀健
コニカミノルタジャパン株式会社0000018268 06-6110-0633 大企業府外

（官公庁営業部長 畑山雄一）

コニカミノルタパブリテック株式 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 代表取締役社長 別府幹雄
0000023547 03-6250-2111 中小企業府外会社

コニカミノルタプラネタリウム株 東京都豊島区東池袋３丁目1番3号 代表取締役社長 古瀬弘康
0000000210 03-5985-1711 中小企業府外式会社

（愛知県）京都府京都市下京区西洞院通五条下る小柳町513-2 五条久保田ビル8階 代表取締役 小林友也
小林クリエイト株式会社0000003096 354-8090 中小企業府外 （所長 加藤剛士）

岐阜県多治見市光ケ丘２丁目60番地の1 代表取締役 市岡道隆
株式会社コパン0000021063 0572-56-1001 大企業府外

兵庫県神戸市灘区岩屋北町四丁目5番22号 代表取締役 浅田秀樹
株式会社コベルコＥ＆Ｍ0000021280 078-803-2901 中小企業府外

（石川県）京都府京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町159-1 四条烏丸センタービル 代表取締役 加納裕
小松ウオール工業株式会社0000014653 353-1211 大企業府外 ８F （支店長 貴志徹）

島根県松江市乃木福富町735-188 代表取締役 小松昭夫
小松電機産業株式会社0000022070 0852-32-3636 中小企業府外

大阪府大阪市中央区淡路町3丁目6番13号 代表取締役社長 武内紀子
株式会社コングレ0000008755 06-6229-2551 大企業府外

株式会社コングレ・グローバルコ 東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング5階 代表取締役社長 神田義男
0000021805 03-3510-3749 中小企業府外ミュニケーションズ

（東京都）大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目16番29号 代表取締役 中西将之
株式会社コンパンプレイスケープ0000020754 06-6244-0131 中小企業府外 （大阪営業所長 池田健二）

愛媛県松山市一番町３丁目2番地11 代表取締役 大塚忠
コンピューターシステム株式会社0000020229 089-921-6638 中小企業府外

山梨県甲斐市西八幡4281番地4 代表取締役 秋山学
株式会社コンピュータムーブ0000022033 055-279-2731 中小企業府外

株式会社コンベンションリンケー （東京都）大阪府大阪市北区豊崎3-19-3 ＰＩＡＳ ＴＯＷＥＲ11Ｆ 代表取締役 平位博昭
0000010135 06-6377-2070 中小企業府外 （支社長 羽根仁）ジ

（香川県）大阪府大阪市東成区中道3丁目11番9号 代表取締役 今中雅樹
株式会社五星0000007505 06-6977-8771 中小企業府外 （支社長 藤村俊幸）

東京都府中市矢崎町4丁目16番地 取締役社長 五藤信隆
株式会社五藤光学研究所0000008786 042-362-5311 中小企業府外

富山県富山市奥田新町12番3号 代表取締役 宮本岳司朗
株式会社五輪0000016657 076-442-0133 中小企業府外

株式会社サーベイリサーチセンタ （東京都）大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 代表取締役 藤澤士朗
0000007469 06-4801-9231 中小企業府外 （大阪事務所長 中村光明）ー

福井県越前市蓬莱町5番1号 代表取締役 竹本加良子
株式会社サイエンスクラフト0000016636 0778-21-1189 中小企業府外
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埼玉県新座市堀ノ内3-7-31 理事長 並木則康
社会福祉法人埼玉福祉会0000021630 048-481-2181 中小企業府外

大阪府大阪市 淀川区西中島 ５丁目6-13 代表取締役 上野佳之
西都速記株式会社0000019237 06-6390-1323 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区上本町五丁目3番15号 代表取締役 村田吉優
株式会社サイネックス0000018270 06-6766-3363 大企業府外

京都府城陽市久世里ノ西153番地の35 代表取締役 梅本幸市
株式会社サイバーネオシステムズ0000021072 050-1008-3998 中小企業市外

（和歌山県）和歌山県海南市南赤坂7番地1 代表取締役 村上恒夫
株式会社サイバーリンクス0000021957 073-484-3610 大企業府外 （支店長 比嘉克久）

株式会社サイマル・インターナシ （東京都）東京都中央区銀座七丁目16番12号 G-7ビルディング 代表取締役 岡田竜介
0000018935 03-3524-3100 中小企業府外 （取締役社長 吉野久美子）ョナル

三重県三重郡朝日町向陽台三丁目7番地1 代表取締役 杉本香織
株式会社菜友0000021595 0594-21-3501 中小企業府外

滋賀県大津市小野1144番地の1 代表取締役 坂田さとこ
株式会社坂田墨珠堂0000014595 077-594-3447 中小企業府外

佐川グローバルロジスティクス株 東京都品川区勝島1丁目1番1号 代表取締役社長 山本将典
0000023229 03-3768-8501 大企業府外式会社

東京都新宿区高田馬場一丁目4番15号 大樹生命高田馬場ビル8階 代表取締役 高木毅
株式会社サクシード0000023424 03-5287-7259 中小企業府外

サクラインターナショナル株式会 大阪府大阪市中央区備後町1-7-3 代表取締役 妙代金幸
0000020751 06-6264-3900 大企業府外社

兵庫県神戸市中央区播磨町21番1 代表取締役 神原忠明
株式会社さくらケーシーエス0000015934 078-391-6571 大企業府外

大阪府大阪市西区新町3-8-18 西長堀ビジネスゾーン6F 代表取締役 赤松秀雄
株式会社サテライト0000019300 06-6538-2000 中小企業府外

北海道札幌市東区北五条東8丁目1番33号 代表社員 関根章
ＳＡＴＯ社会保険労務士法人0000021075 011-742-6886 中小企業府外

東京都千代田区九段南4-7-16 市ヶ谷ＫＴビル2 9階 代表取締役 嶋田俊平
株式会社さとゆめ0000019909 03-5275-5105 中小企業府外

大阪府大東市御領3丁目9番21号 代表取締役 田中信輝
サニーディッシュ株式会社0000015924 072-873-4401 中小企業府外

（福岡県）福岡県福岡市博多区博多駅東1-17-25 KDビル2階 代表取締役社長 宗政寛
株式会社サニックス0000022517 092-436-8898 大企業府外 （部長 梅田幸治）

東京都千代田区内神田２丁目3番4号 代表取締役 小澤純史
サミットエナジー株式会社0000004618 03-6370-3310 大企業府外

（大阪府）大阪府大阪市 福島区福島 １丁目4番40号 ＪＢＳＬ梅田ビル４Ｆ 代表取締役 薮本直樹
株式会社サムシングファン0000020741 06-6455-3633 中小企業府外 （部長 山口貴久）

（愛知県）大阪府大阪市 淀川区西中島 ５丁目11-10 第三中島ビル９階 代表取締役 平井哲
三愛物産株式会社0000018606 06-6306-6791 中小企業府外 （支店長 宮川信善）
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（東京都）大阪府大阪市 中央区南新町 ２丁目3番7号 代表取締役 吉澤幸夫
株式会社サンアメニティ0000018720 06-6944-5370 中小企業府外

（支社長 大瀧一作）

大阪府大阪市中央区南新町２丁目3-7 代表取締役 加藤隆志
株式会社サンアメニティ大阪0000019998 06-6944-5370 中小企業府外

大阪府大阪市 北区同心 一丁目10番12号 代表取締役 中道高司
株式会社三輝0000020727 06-6881-3000 中小企業府外

大阪府大阪市北区芝田2丁目5番6号 代表取締役 加来裕生
三協エアテック株式会社0000008817 06-6374-6140 中小企業府外

株式会社サンケン・エンジニアリ （福岡県）大阪府吹田市芳野町2番8号 代表取締役 筒芳成
0000012858 06-6338-8052 中小企業府外 （支店長 中沢秀記）ング

大阪府大阪市大正区鶴町２丁目15番26号 代表取締役 山梶章
三晃工業株式会社0000006838 06-6555-7052 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区十三元今里1-7-7 代表取締役 井上晃仁
株式会社三工社0000022585 06-6390-1115 中小企業府外

（所長 卯木裕一）

（東京都）大阪府大阪市北区芝田２丁目5番14号 代表取締役 秋山博和
株式会社サンスイ0000015333 06-6375-2881 中小企業府外

（支店長 守谷修司）

京都府長岡京市勝竜寺西川原田1-2 代表取締役 川島利紀
株式会社サンセー0000004695 951-6594 中小企業市外

大阪府大阪市北区池田町1番43号 三精ビル 代表取締役 高岡岳史
株式会社三精エンジニアリング0000006677 06-6357-0791 中小企業府外

（静岡県）兵庫県赤穂郡上郡町高山1302 取締役 佐野宏二
有限会社サンテック0000018743 0791-56-0301 中小企業府外 （支店長 渡邉文彦）

サントリーパブリシティサービス 東京都江東区豊洲３丁目2-24 豊洲フォレシア１６F 代表取締役 千大輔
0000021813 03-6221-2001 大企業府外株式会社

（東京都）大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2番3号 代表取締役 小村太一
山王スペース＆レンタル株式会社0000017205 06-6648-4150 大企業府外

（所長 田中陽介）

愛知県豊橋市西山町字西山328番地 代表取締役 井上智秋
株式会社三豊0000018273 0532-21-2573 中小企業府外

兵庫県神戸市中央区多聞通3-3-16 甲南第１ビル１１０１号室 代表取締役 谷村朋昭
株式会社サン・ライティング0000012807 078-367-2236 中小企業府外

（福井県）京都府京都市下京区高辻通室町西入繁昌町295番地1 代表取締役 奥居淳
株式会社サンワコン0000007394 075-353-8101 大企業府外 （支店長 小田豊和）

（東京都）京都府京都市南区吉祥院嶋川原田町16 代表取締役 高山盟司
三和シヤッター工業株式会社0000003070 661-6105 大企業府外 （統括所長 川口明夫）

ザ・ニュー・インディア・アシュ （東京都）大阪府大阪市中央区久太郎町一丁目6番27号 ヨシカワビル901 日本における代表者 ケイ・ケイ・ヴイ・ナ
0000015238 06-6262-5471 中小企業府外 （大阪支店長 マンヴェンドラ シン）アランス・カンパニー・リミテッ

大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番30号 ＯＡＰタワー20階 代表取締役 山下英昭
ザ・パック株式会社0000018946 06-4967-1221 大企業府外

広島県広島市西区東観音町2番15号 代表取締役 黒岩公明
株式会社シーアンドシー0000023244 082-961-5515 中小企業府外
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（愛知県）大阪府吹田市豊津町13-18 代表取締役 加悦保之
株式会社シーエスイー0000017229 06-6339-5090 中小企業府外

（関西支社長 清村一弘）

愛知県名古屋市 千種区松軒 １丁目5番16号 代表取締役 真野幸明
株式会社シーエスエス総合舞台0000018138 052-711-2266 中小企業府外

大阪府大阪市北区梅田2-5-6 代表取締役 森下康夫
シー・システム株式会社0000020151 06-6136-5960 中小企業府外

大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号 代表取締役社長 山根伸之
株式会社ＣＴＩウイング0000015119 06-6226-1400 中小企業府外

シーデーシー情報システム株式会 千葉県千葉市中央区本千葉町4番3号 代表取締役 音田昌利
0000023555 043-224-7181 中小企業府外社

滋賀県彦根市中央町3番12号 CGビル４F 所長 西川公平
ＣＢＴセンター0000021613 0749-24-5689 中小企業府外

東京都渋谷区神宮前六丁目23番3号 代表取締役 伊東正示
株式会社シアターワークショップ0000020907 03-5766-3555 中小企業府外

滋賀県長浜市醍醐町291番地1 代表取締役 喜田全恵
滋賀中央観光バス株式会社0000019485 0749-74-2525 中小企業府外

滋賀県彦根市南川瀬町1547番地 代表取締役 田中秀彦
株式会社シガドライウィザース0000015683 0749-25-1393 中小企業府外

福岡県福岡市 博多区博多駅南 ３丁目13番17号1-306 代表取締役 真島信一郎
株式会社シグザム0000017242 092-292-7700 中小企業府外

兵庫県伊丹市御願塚３丁目1番18号 代表取締役 上田隆
株式会社システム・エージ0000020988 072-775-0708 中小企業府外

株式会社システムエンジニアリン 京都府宇治市莵道田中34番地の5 代表取締役 堀明人
0000015901 0774-28-2131 中小企業市外グサービス

（福岡県）大阪府吹田市広芝町5番4号 代表取締役 竹原潤
株式会社システム環境研究所0000011968 06-6339-1122 中小企業府外

（所長 葉田茂）

東京都港区芝浦１丁目1-1 浜松町ビルディング28階 代表取締役 岩瀬弘明
株式会社システムシンク0000021594 03-6453-9701 中小企業府外

大阪府大阪市 淀川区西宮原 ２丁目7番61号 トラモンド新大阪ビル 代表取締役 喜来広司
システムスクエア株式会社0000017367 06-6115-8762 中小企業府外

大阪府大阪市西区新町１丁目28-3 四ツ橋グランスクエア８階 代表取締役 安藤廣道
株式会社システムスタッフ0000016717 06-6533-0045 中小企業府外

大阪府大阪市此花区西九条一丁目28番13号 代表取締役 大江美彦
システムプロデュース株式会社0000018953 06-6110-5160 中小企業府外

静岡県静岡市 葵区紺屋町12番地6 シャンソンビル紺屋町 代表取締役 鈴木裕
株式会社静岡情報処理センター0000018674 054-271-7501 中小企業府外

大阪府大阪市北区万歳町4番12号 代表取締役 吉住則明
株式会社施設工学研究所0000007767 06-6313-3951 中小企業府外

シダックス大新東ヒューマンサー （東京都）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 代表取締役 山田智治
0000009143 06-6539-2180 中小企業府外 （支店長 野嵜貴之）ビス株式会社
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静岡県静岡市葵区竜南一丁目15番5号 代表取締役 山下春樹
株式会社シティサポート0000023144 054-248-2288 中小企業府外

（神奈川県）京都府京都市伏見区竹田三ツ杭町59 代表取締役 柴橋和弘
株式会社柴橋商会0000008255 641-1616 大企業府外

（支店長 坂東憲）

（大阪府）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7階A号室 代表取締役社長 岩立二郎
株式会社島田組0000015386 075-366-5023 中小企業府外 （所長 辻広志）

（東京都）大阪府大阪市北区芝田１丁目1番4号 阪急ターミナルビル14F 代表取締役 西原克年
株式会社島津理化0000000431 06-6375-2551 中小企業府外 （支店長 江波戸幸博）

シミックヘルスケア・インスティ 東京都港区芝浦一丁目1番1号 浜松町ビルディング 代表取締役 近藤良仁
0000023608 03-6779-8160 大企業府外テュート株式会社

（東京都）京都府京都市下京区富小路通五条下ル本塩竈町558-8 代表取締役 寳土大亮
株式会社四門0000018641 075-353-0116 中小企業府外 （支店長 五十嵐大）

大阪府堺市 中区陶器北244番地の5 代表取締役 矢野秀和
シューワ株式会社0000019673 072-236-8846 中小企業府外

京都府宇治市宇治妙楽146 代表取締役 梶均
有限会社昇苑くみひも0000022697 0774-23-5510 中小企業市外

東京都中央区築地四丁目一番一号 代表取締役社長 迫本淳一
松竹株式会社0000022647 06-7166-3434 大企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区道頓堀１丁目9番地19号 大阪松竹座ビル地下２階 代表取締役社長 因藤靖久
松竹ナビ株式会社0000022921 06-7166-0076 中小企業府外 （西日本マーケティング部 部長 小倉望）

大阪府大阪市北区中津一丁目2番21号 共栄ファイブビル1階 代表取締役 中村昌弘
有限会社ショウワ商会0000020136 06-6375-1105 中小企業府外

（京都府）京都府南丹市八木町八木野條17-2 代表取締役 藤岡良彦
株式会社昭和リーブス0000022591 0771-43-1800 中小企業市外 （支店長 塔下敦雄）

兵庫県伊丹市中央五丁目5番10号 代表取締役 北嶋太郎
新エネルギー開発株式会社0000021059 072-778-1212 中小企業府外

兵庫県神戸市中央区海岸通8番 代表取締役 河合道男
株式会社シンキ0000023636 078-332-8255 中小企業府外

（福岡県）福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目19番24号 大博センタービル 代表取締役 松田敏之
株式会社シンク0000015290 092-475-6311 中小企業府外 （取締役社長 丸山秀明）

（東京都）大阪府大阪市西区江戸堀一丁目2番11号 代表取締役 石崎健太
シンコースポーツ株式会社0000009246 06-6147-7182 中小企業府外 （支店長 田邊努）

大阪府大阪市西区江戸堀一丁目2番11号 代表取締役 石崎健太
シンコースポーツ大阪株式会社0000022231 06-6147-7182 中小企業府外

（東京都）大阪府寝屋川市宇谷町11番13号 代表取締役社長 内海昭則
新晃アトモス株式会社0000006189 072-811-3160 中小企業府外 （執行役員大阪支社長 林原誠）

大阪府大阪市西区新町3丁目13番4号 取締役社長 福原能敬
新興弁栓株式会社0000009534 06-6532-4061 中小企業府外

愛知県名古屋市 中区栄 １丁目23番20号 代表取締役社長 星謙一郎
新日本法規出版株式会社0000017475 06-6942-5221 大企業府外
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（東京都）大阪府大阪市住之江区南港北１丁目24番22号 代表取締役 川岸邦充
新日本環境調査株式会社0000021050 06-4703-2636 中小企業府外

（取締役西日本支店長 石野哲）

兵庫県伊丹市南本町7-1-1-606 取締役 渡海優
新日本管検工業有限会社0000015899 072-772-1959 中小企業府外

シンフォニアエンジニアリング株 （三重県）大阪府東大阪市鴻池徳庵町3-65 代表取締役 高橋芳明
0000015196 06-6744-2722 中小企業府外 （取締役支社長 山田裕克）式会社

株式会社シンプルエデュケーショ 東京都千代田区麹町2丁目5番1号 半蔵門ＰＲＥＸ Ｓｏｕｔｈ 9階 代表取締役社長 平田直紀
0000023430 03-6380-8404 中小企業府外ン

新明和アクアテクサービス株式会 （兵庫県）兵庫県芦屋市打出町7-18 代表取締役 石川貞仁
0000015191 0797-25-1171 大企業府外 （所長 竹内大幸）社

東京都豊島区要町3丁目36番3号 代表取締役 鈴木栄
株式会社シンリョウ0000020152 03-3973-6161 大企業府外

（東京都）兵庫県明石市本町２丁目2番20号 朝日生命ビル 代表取締役 菅家誠司
新菱工業株式会社0000005412 078-939-5502 中小企業府外

（支店長 門脇基浩）

大阪府摂津市鳥飼中2-8-29 代表取締役 澤田一
株式会社シンワ・アクティブ0000022268 072-654-0172 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区中之島3丁目6番32号 ダイビル本館 代表取締役社長 渡邊裕元
進和テック株式会社0000014647 06-7711-5520 大企業府外 （執行役員支社長 池田勝俊）

ジーウェイフ゛・プラクティカル 大阪府三島郡島本町江川２丁目15-45 ライオンズガーデン水無瀬713 代表 田中雅人
0000022403 050-5833-5076 中小企業府外ＣＡＤスペース

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 代表取締役 善田高志
株式会社ジーエスエフ0000021999 03-6276-3875 大企業府外

奈良県生駒市壱分町607番地57 代表取締役 大熨陽子
株式会社GPI0000022916 090-7091-5144 中小企業府外

大阪府大阪市北区堂島浜二丁目2番28号 代表取締役 豊永豊
株式会社ジーピーオンライン0000022247 06-6343-9363 中小企業府外

（京都府）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 代表取締役 綾部英寿
株式会社G-Place0000004191 06-6210-6666 中小企業市外

（支店長 古川輝雄）

大阪府大阪市 淀川区西中島 ３丁目9番12号 空研ビル 代表取締役 塩見一夫
株式会社ジーン0000020465 06-6309-4051 中小企業府外

東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン６０ ５３階 代表取締役 宮武信夫
ジェーピーエヌ債権回収株式会社0000013996 03-6830-5180 中小企業府外

株式会社ＪＲ西日本コミュニケー （大阪府）京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入ル東塩小路町614 新京都センタービル8 代表取締役社長 野中雅志
0000009028 361-6180 中小企業府外 F （京都支社長 北川義洋）ションズ

（東京都）大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号 中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ19F 代表取締役社長 赤石良治
株式会社ジェイアール東日本企画0000022848 06-7663-1300 大企業府外 （上級執行役員・関西支社長 稲葉耕一）

東京都渋谷区神南１丁目5番14号 代表取締役 朝倉和夫
株式会社ジェイアクア0000023115 03-5817-4445 中小企業府外

大阪府堺市中区深阪2丁9番11号 代表取締役 奥山耕司
株式会社ジェイ・エス・エイ0000014582 072-235-0122 中小企業府外
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（東京都）大阪府大阪市西区西本町２丁目3番10号 代表取締役社長 松田真人
株式会社ジェイエスキューブ0000014579 06-4390-0691 中小企業府外

（本部長 石原義孝）

（静岡県）大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目5番10号 代表取締役 大橋一聡
JFEアクアサービス機器株式会社0000020439 06-6392-0711 中小企業府外

（所長 山内洋人）

（神奈川県）大阪府大阪市淀川区宮原一丁目1番1号 代表取締役社長 大下元
ＪＦＥエンジニアリング株式会社0000005607 06-6398-5190 大企業府外 （支店長 川畑康浩）

神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地 代表取締役社長 保延和義
ＪＦＥ環境サービス株式会社0000015913 045-502-2226 大企業府外

（東京都）岡山県倉敷市水島川崎通１丁目5番2 代表取締役 渡邉敦
ＪＦＥ条鋼株式会社0000015943 086-447-4266 大企業府外 （常務執行役員水島製造所長 武井信広）

神奈川県横浜市鶴見区末広町２丁目１番地 代表取締役 能登隆
ＪＦＥテクノス株式会社0000019219 045-505-7370 大企業府外

大阪府大阪市 阿倍野区阪南町 ５丁目5-18 代表取締役 山田典昭
株式会社ジェイエムエフ0000020784 06-6627-4665 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区豊崎5-4-9 代表取締役 坂本憲志
株式会社ＪＭＣ0000017218 06-6373-6218 大企業府外

（支店長 栗田直記）

（高知県）大阪府大阪市福島区福島7-20-1 ＫＭ西梅田ビル14F 代表取締役 仁木真央
ジェイエムシー株式会社0000021313 06-6453-2400 中小企業府外 （大阪支店長 仁木海渡）

東京都立川市曙町二丁目25番1号 代表取締役 久禮みどり
株式会社ジェイツーアシスト0000023133 042-508-3047 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上る２丁目富永町338 京阪四条河原町ビル7 代表取締役社長執行役員 山北栄二郎
株式会社ＪＴＢ0000013942 365-7724 大企業府外 階 （支店長 上山裕之）

株式会社ＪＴＢコミュニケーショ 東京都港区芝三丁目23番1号 代表取締役 古野浩樹
0000013051 03-5657-0600 大企業府外ンデザイン

（東京都）京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル9F 代表取締役社長執行役員 池田浩
株式会社JTB商事0000022236 241-3341 中小企業府外

（所長 猿橋生久）

（東京都）大阪府大阪市 北区堂山町1-5 三共梅田ビル5階 代表取締役社長 石田国広
ジェイ・ネクスト株式会社0000022691 06-6456-2585 中小企業府外

（取締役 内添正伸）

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー 代表取締役 東上征司
ＪＢＣＣ株式会社0000008768 06-6350-5001 大企業府外 （常務執行役員西日本事業部長 鈴木ゆう子）

東京都港区虎ノ門一丁目21番17号 代表取締役ＣＥＯ 中島直樹
株式会社ＪＰメディアダイレクト0000023571 03-5157-6071 大企業府外

（東京都）東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 取締役社長 桑田始
株式会社ＪＥＣＣ0000008275 03-3216-3962 大企業府外 （専務取締役 依田茂）

兵庫県西宮市和上町1番31号 代表取締役 藤井達司
株式会社ＧＥＯソリューションズ0000017983 0798-37-1280 中小企業府外

東京都千代田区麹町五丁目4番地 代表取締役 西澤常彦
株式会社ジオプラン・ナムテック0000021080 03-6868-8685 中小企業府外

福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 МＧ薬院ビル 代表取締役 時津孝康
株式会社ジチタイアド0000014665 092-716-1401 中小企業府外
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（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島2丁目12番11号 代表取締役 家入正隆
JIPテクノサイエンス株式会社0000013500 06-6307-5462 中小企業府外

（常務取締役センタ長 狩野正人）

大阪府大阪市北区西天満４丁目5-8 八方商事第２ビル401号室 代表取締役 掛水信博
株式会社ジャストトレント゛0000022914 06-6232-8125 中小企業府外

東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号 恵比寿ネオナート 代表取締役 村上亮
株式会社ジャックス0000022246 03-5448-1311 大企業府外

福岡県福岡市中央区天神４丁目8-25 ニッコービル４F 代表取締役 松岡吉文
株式会社ジャパナス0000015352 092-739-3666 中小企業府外

東京都千代田区九段北 一丁目2番3号 代表取締役 下家成人
株式会社ジャパンウォーター0000011873 03-5216-3201 中小企業府外

東京都渋谷区代々木一丁目22番1号 代表執行役社長 齋藤英明
ジャパンシステム株式会社0000014628 03-5309-0310 中小企業府外

株式会社ジャパン・マーケティン （東京都）大阪府大阪市中央区南本町1-3-15 ボンベイビル７階 代表取締役 今井和人
0000021306 06-6263-0141 中小企業府外

（マネージャー 福井潤）グ・エージェンシー

（大阪府）京都府京都市下京区立売中之町９９ 代表取締役 般若真也
株式会社ジャパン・リリーフ関西0000009778 366-2255 中小企業府外

（支店長 村田豊隆）

長崎県長崎市興善町2番21号 代表取締役 永尾卓二
重環オペレーション株式会社0000011922 095-825-6381 大企業府外

東京都文京区本郷２丁目27番18号 本郷ＢＮビル５階 代表取締役 鎌田長明
株式会社情報基盤開発0000021811 03-3816-1541 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区宮原4-5-36 代表取締役 三谷康之
情報システム監査株式会社0000015897 06-6395-7665 中小企業府外

（東京都）大阪府吹田市江坂町１丁目23番26号 代表取締役 古川徹
水道機工株式会社0000005049 06-6821-3505 中小企業府外 （支店長 上村剛弘）

大阪府大阪市北区豊崎2丁目7番9号 代表取締役 福島真明
株式会社水道産業新聞社0000008218 06-6373-3603 中小企業府外

東京都新宿区内藤町87番地 代表取締役 保坂幸尚
水道マッピングシステム株式会社0000013032 03-3357-3020 中小企業府外

東京都千代田区神田猿楽町2丁目5番4号 代表取締役 深山暁生
株式会社数理計画0000007438 03-3259-6262 中小企業府外

菅原正明公認会計士・税理士事務 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目1番8号 MPR本町ビル8階 所長 菅原正明
0000023222 06-6210-1935 中小企業府外所

東京都千代田区神田三崎町二丁目6番2号 代表取締役 小池隆善
スキャネット株式会社0000022867 03-4582-3933 中小企業府外

（愛知県）京都府京都市右京区西院東中水町11番地 代表取締役社長 浅野茂
株式会社スズケン0000008675 312-9151 大企業府外 （支店長 森康之）

大阪府大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 代表取締役 徳勢貴彦
株式会社スペースビジョン研究所0000007546 06-6942-6569 中小企業府外

東京都中央区東日本橋2丁目6番11号 東日本橋ＮＳビル4階 代表取締役 石塚大輔
スポーツデータバンク株式会社0000023593 03-5823-7322 中小企業府外
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一般社団法人スポーツ能力発見協 東京都板橋区大山町17-4 リブラン内 代表理事 大島伸矢
0000023596 03-6380-0345 中小企業府外会

東京都港区北青山3-3-7 第一青山ビル3Ｆ 代表取締役 三浦洋一
株式会社スマートボックス0000021948 03-5413-5861 中小企業府外

京都府長岡京市神足麦生11 代表取締役 荒井隆志
有限会社スマイルケア0000021024 951-2340 中小企業市外

（東京都）東京都千代田区大手町1丁目3番2号 代表取締役社長 光吉敏郎
住友林業株式会社0000020184 03-3214-3251 大企業府外 （脱炭素事業部長 加藤剛）

東京都港区新橋６丁目16番12号 京阪神御成門ビル7階 代表取締役社長 新村達也
株式会社セーフティネット0000018140 03-6403-1496 中小企業府外

千葉県千葉市花見川区犢橋町1572-1 代表取締役 中原恵子
株式会社誠宇ジャパン0000023415 043-298-5430 中小企業府外

（兵庫県）大阪府大阪市淀川区西中島5丁目14番10号 代表取締役 中川祥示
セイコー化工機株式会社0000005715 06-6838-7605 中小企業府外

（所長 田中尚之）

大阪府門真市中町１１番５４号 理事長 東大里
医療法人正幸会0000023437 06-6905-8833 中小企業府外

（福岡県）大阪府大阪市西区西本町1丁目6番6号 代表取締役社長 添田英俊
株式会社正興電機製作所0000012028 06-6534-4749 大企業府外 （所長 原清介）

西洋フード・コンパスグループ株 東京都中央区築地五丁目5番12号 代表取締役社長 石田隆嗣
0000010396 03-3544-0351 中小企業府外式会社

（神奈川県）大阪府大阪市中央区瓦町三丁目1番15号 旭洋ビル5階 代表取締役 沖津進一
株式会社青菱コミュニティ0000017310 06-4708-6162 中小企業府外 （所長 田中和幸）

（兵庫県）大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号 代表取締役 西井希伊
西菱電機株式会社0000012731 06-4797-7601 大企業府外 （支社長 川端真史）

大阪府大阪市中央区道修町1丁目3番4号 代表取締役 紀平茂男
正和商事株式会社0000009788 06-6203-4541 中小企業府外

大阪府泉佐野市南中樫井473番地の1 代表取締役 榎並巧二
世界産業株式会社0000015929 072-466-8000 中小企業府外

セコムトラストシステムズ株式会 東京都渋谷区神宮前 一丁目5番1号 代表取締役 林慶司
0000019625 03-5775-8255 大企業府外社

東京都豊島区東池袋一丁目33番8号 代表取締役 嶋田かおり
株式会社セゾンパーソナルプラス0000015415 03-3988-2123 大企業府外

愛知県名古屋市北区大曽根一丁目26番23号 代表取締役 玉置正樹
株式会社セラム0000010163 052-910-3533 中小企業府外

大阪府大阪市北区堂島1-5-17 堂島グランドビル8Ｆ 代表取締役 若浜久
株式会社セリオ0000023428 06-6442-0611 中小企業府外

東京都新宿区高田馬場一丁目31番18号 代表取締役 高木惠理
株式会社セルート0000018944 03-5285-5080 中小企業府外

大阪府茨木市南春日丘７丁目2番9号 代表取締役 埴田美佐子
株式会社選挙設備関西0000015933 072-624-5091 中小企業府外
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株式会社センチュリーアンドカン 東京都中央区日本橋2丁目12番10号 代表取締役 佐藤尚弘
0000010397 03-3231-5091 大企業府外パニー

（東京都）東京都中央区新川1-21-2 代表取締役 後藤聖治
セントラルスポーツ株式会社0000018763 03-5543-1888 大企業府外

（部長 坂上直樹）

東京都豊島区池袋2丁目50番9号 第3共立ビル5階 代表取締役 山田亮
ＣＥＮＴＲＩＣ株式会社0000023564 03-6912-5164 中小企業府外

大阪府摂津市東別府 ３丁目8番32号 代表取締役 石川收
千里山バス株式会社0000017355 06-6340-1177 中小企業府外

奈良県奈良市油阪町456番地 第二森田ビル4階 代表社員 森田務
税理士法人森田会計事務所0000021117 0742-22-3578 中小企業府外

千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパスKOIL 代表取締役 佐藤和彦
ゼロワットパワー株式会社0000021795 04-7126-0561 中小企業府外

（福岡県）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル4F 代表取締役 高山善司
株式会社ゼンリン0000003851 075-812-2250 大企業府外

（所長 池田正史）

兵庫県神戸市中央区東町123番地の1 代表取締役 伴裕美
ソーシャルアドバンス株式会社0000021314 078-332-3350 中小企業府外

公益財団法人ソーシャルサービス （東京都）京都府京都市伏見区桃山町金井戸島13番地48 代表理事 神田豊和
0000010572 075-691-9416 中小企業府外 （所長 上山和宏）協会

（愛知県）京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町391 代表取締役 筒井康仁
株式会社創建0000016206 075-585-5756 中小企業府外 （支店長 渋谷匠）

（東京都）京都府京都市伏見区京町５丁目94番地 代表取締役 横山隆二郎
株式会社総合環境計画0000007690 075-623-4381 中小企業府外 （所長 赤井裕）

東京都港区浜松町二丁目4番1号 代表取締役 神保紀秀
株式会社綜合キャリアオプション0000023228 03-6634-4510 大企業府外

大阪府大阪市中央区谷町２丁目2番22号 代表取締役 水上貴之
株式会社総合計画機構0000000639 06-6942-1877 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579番地 五条堀川ビル２階 代表取締役 栢木伊久二
綜合警備保障株式会社0000001569 343-5171 大企業府外

（支社長 山下和弘）

（東京都）大阪府大阪市西区阿波座二丁目2番18号 代表取締役 砂川達也
株式会社総合設備コンサルタント0000007616 06-6532-1271 中小企業府外 （取締役所長 澤田仁）

大阪府大阪市北区芝田1丁目10番10号 代表取締役社長 笹井浩
総合調査設計株式会社0000000419 06-6372-0567 中小企業府外

東京都千代田区一番町13番地16 代表取締役 菊池政巳
株式会社総合防災ソリューション0000010400 03-3239-1696 中小企業府外

東京都江戸川区篠崎町 ３丁目33番8号 代表取締役 石住義光
株式会社創和0000017262 03-5637-8888 中小企業府外

大阪府大阪市阿倍野区美章園一丁目8番20号 代表取締役 福島準一朗
ソシオエンジニアリング株式会社0000015896 06-6626-3070 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目18-22 新大阪丸ビル別館６Ｆ 代表取締役 大隈太嘉志
ソシオフードサービス株式会社0000022920 06-6940-6770 中小企業府外 （関西支店長 岡昭二）
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大阪府大阪市北区梅田一丁目3番1-800号 代表取締役 川田宏行
株式会社ソニックス0000008611 06-6341-6206 中小企業府外

岡山県津山市河原町29番地3 代表取締役 全本親民
株式会社ソフィア0000010402 0868-25-1000 中小企業府外

東京都港区海岸一丁目7番1号 代表取締役 今井康之
ソフトバンク株式会社0000019570 03-6889-2699 大企業府外

東京都港区芝一丁目14番4号 芝桝田ビル７階 代表取締役 劉忱
株式会社ソフトロード0000018932 03-3453-2323 中小企業府外

新潟県長岡市表町 １丁目4番地24 代表取締役 反町秀樹
ソリマチ株式会社0000018801 0258-33-4435 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西中島七丁目7番2号 代表取締役 渡辺美幸
ソリュード株式会社0000014184 06-6838-6631 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1 京都フコク生命四条柳馬場 代表取締役社長 小林義和
ソレキア株式会社0000008796 255-2617 大企業府外 ビル7Ｆ （支店長 中崎守）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町671 損保ジャパンユニバース 取締役社長 西澤敬二
損害保険ジャパン株式会社0000015417 252-3030 大企業府外 京都ビル （京都支店長 中野将人）

（大阪府）大阪府吹田市山田市場10番1号 代表取締役 尾田英登
タイガー株式会社0000021334 06-6878-5421 中小企業府外 （内山武光）

（東京都）大阪府大阪市中央区今橋四丁目1番1号 代表取締役 西川光一
タイムズ24株式会社0000016667 06-6202-8924 大企業府外 （西日本公共法人営業部長 杉山恵一郎）

（東京都）大阪府大阪市 北区中崎西 ２4-12 梅田センタービル２５階 代表社員 山田茂善
太陽有限責任監査法人0000018072 06-6373-3030 大企業府外 （社員 荒井巌）

（福井県）京都府京都市中京区壬生森前町6番地 代表取締役 村松健一
高石機械産業株式会社0000005189 802-0171 中小企業市外 （取締役執行役員社長 國井孝泰）

京都府宇治市莵道荒槇1番地7 高田雄介
高田会計事務所0000022282 070-6434-6518 中小企業市外

株式会社高見沢サイバネティック （東京都）大阪府大阪市北区堂山町3番3号 日本生命梅田ビル 代表取締役社長 高見澤和夫
0000008491 06-6363-8991 大企業府外

（所長 樺島秀記）ス

大阪府大阪市北区中之島六丁目2-27 代表取締役 星元孝男
株式会社宝島0000022918 06-6462-9713 中小企業府外

大阪府大阪市中央区島之内1丁目10番12号 代表取締役 中村信男
タキヤ株式会社0000015696 06-6253-0331 中小企業府外

東京都文京区本郷四丁目11番5号 代表取締役 斜森太郎
株式会社宅配0000008826 03-3815-9711 中小企業府外

（東京都）兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号 代表取締役社長 辻一徳
株式会社タクマテクノス0000014186 06-6487-4810 大企業府外 （支社長 上村直也）

宮城県仙台市青葉区上杉１丁目15番地 21-901号 藤田仁志
たくみく0000022248 022-395-9088 中小企業府外

滋賀県大津市穴太 ２丁目13-19 竹内 利夫
竹内電気設備管理事務所0000019493 090-8796-9466 中小企業府外
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大阪府大阪市 港区築港3-1-43 代表取締役 武仲秀晃
株式会社タケナカ0000019934 06-7174-8982 中小企業府外

兵庫県朝来市和田山町寺内461-1 代表取締役 竹森寛
竹森鐵工株式会社0000021041 079-675-2982 中小企業府外

愛知県名古屋市千種区千種通七丁目25番地の1 代表取締役 渡邊智浩
株式会社タスクールPlus0000022586 052-753-7589 中小企業府外

富山県富山市下番３０番地 代表取締役 水口勝史
立山科学株式会社0000023120 076-483-4586 中小企業府外

岡山県岡山市南区藤田338番地の31 代表取締役 谷口隼人
谷口商会株式会社0000011964 086-296-5906 中小企業府外

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

兵庫県丹波市氷上町賀茂1457番地1 代表取締役 谷水ゆかり
谷水加工板工業株式会社0000023145 0795-82-2117 中小企業府外

東京都港区港南一丁目6番41号 代表取締役 和田明彦
株式会社丹青研究所0000007575 03-6455-8280 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3番1号 代表取締役 高橋貴志
株式会社丹青社0000007834 06-6377-5982 大企業府外 （関西支店長 大岩典文）

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島6丁目8番8号 代表取締役社長 岡地雄一
第一環境株式会社0000008686 06-6390-2411 大企業府外 （関西支店長 長瀬大祐）

大阪府大阪市生野区巽中2丁目3番6号 代表取締役 小宮秀範
株式会社第一食品0000015318 06-6758-7733 中小企業府外

有限会社第一ツーリストビクトリ 滋賀県栗東市御園1028番地JRA栗東ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ｾﾝﾀ-・ﾊｰﾃｨｰｼｮｯﾌﾟｺｰﾗﾙ内 代表取締役 中野謙一
0000016668 077-558-4377 中小企業府外ー

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

東京都港区南青山二丁目11番17号 代表取締役社長 田中英弥
第一法規株式会社0000008527 03-3404-2251 大企業府外

大阪府守口市大日東町12番5号 代表取締役 辻村典彦
第一防災株式会社0000005916 06-6902-2372 中小企業府外

大阪府和泉市テクノステージ ２丁目3番28号 代表取締役 金子文雄
大栄環境株式会社0000017435 0725-54-3061 大企業府外

（兵庫県）大阪府大阪市 中央区道修町 ２丁目2番6号 代表取締役 藤本栄一郎
大円食品工業株式会社0000013068 06-6203-6747 中小企業府外 （取締役 吉川貴紳）

大阪府堺市 東区野尻町286‐7 代表取締役 大野裕二
有限会社大伸設計0000017376 072-320-1880 中小企業府外

（東京都）京都府京都市 山科区椥辻中在家町8-1 SEED山科中央ビル3F303号室 代表取締役 森下哲好
大新東株式会社0000008404 075-582-5126 大企業府外 （所長 三谷吉則）

（愛知県）大阪府茨木市清水一丁目16番35号 代表取締役 鈴木健嗣
株式会社大仙0000000700 072-643-5201 中小企業府外 （支社長 渡邉千洋）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0025 その他（上記以外）
0001 その他（上記以外）

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府大阪市港区福崎3丁目1番201号 代表取締役 南宣之
株式会社ダイゾー0000006277 06-6577-2503 大企業府外

（香川県）大阪府東大阪市吉原1丁目7番17号 代表取締役 渡辺圭一郎
大東産業株式会社0000006428 072-963-2970 中小企業府外

（支店長 森幹彦）

大阪府高槻市芝生町２丁目65番25号 代表取締役 磯部範和
大日化工株式会社0000020709 072-678-2621 中小企業府外

（東京都）東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 代表取締役社長 北島義斉
大日本印刷株式会社0000020787 03-6735-0596 大企業府外 （左内町営業部長 吉村仁）

（東京都）京都府京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町161番地 代表取締役社長 楠本良徳
大日本コンサルタント株式会社0000007398 353-5886 大企業府外 （所長 梶原興一）

大阪府大阪市中央区平野町１丁目8-8 代表取締役 藤原幹大
ダイネツ環境リサーチ株式会社0000022915 06-4300-3760 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79 代表取締役社長 澤田太郎
株式会社大丸松坂屋百貨店0000013841 241-6981 大企業府外

（お得意様営業部部長 舟橋栄樹）

東京都中央区日本橋室町４丁目５番１号 さくら室町ビル１１階 代表取締役社長 三谷健介
ダイヤモンドパワー株式会社0000023340 03-6214-0910 中小企業府外

東京都千代田区九段南一丁目6番地5号 代表取締役 今野由梨
ダイヤル・サービス株式会社0000015250 03-6238-7101 大企業府外

（大阪府）大阪府高槻市登町６１番１号 代表取締役 矢倉得正
大和紙料株式会社0000016764 072-671-5281 中小企業府外 （事業部々長 塩瀬康夫）

東京都大田区南蒲田二丁目16番1 代表取締役 中前隆志
大和ハウスパーキング株式会社0000017434 03-3737-3777 大企業府外

大阪府大阪市中央区大手通１丁目2番10号 代表取締役 青木展子
株式会社ダン計画研究所0000018989 06-6944-1173 中小企業府外

（東京都）大阪府高槻市芥川町一丁目15番18号 ミドリ芥川ビル 代表取締役 高塚敏
株式会社地域環境計画0000014431 072-684-3182 中小企業府外

（大阪支社長 印部善弘）

大阪府大阪市中央区石町一丁目1番1号 天満橋千代田ビル２号館５階 代表取締役 井上浩一
株式会社地域経済研究所0000007597 06-6314-6300 中小企業府外

大阪府東大阪市岩田町１丁目１７番９号 代表取締役 福永信雄
株式会社地域文化財研究所0000016755 072-968-7321 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区新町通夷川下る二条新町717番地 代表取締役 赤田浩志
株式会社地域未来研究所0000007791 241-9920 中小企業府外 （所長 小野田敦）

東京都渋谷区神宮前二丁目30番22号 ビラフレスカ703 代表取締役 海藤千加子
有限会社チカソシキ0000023695 03-5771-5088 中小企業府外

東京都港区麻布十番二丁目１１番５号 代表取締役 笹井幹夫
株式会社知識経営研究所0000015225 03-5442-8421 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区東塩小路町690番地6 代表取締役社長 田中誠
中央開発株式会社0000002597 352-1890 大企業府外 （所長 三嶋信裕）

（東京都）京都府京都市伏見区桃山最上町34-3 代表取締役 根岸政夫
株式会社中央クリエイト0000012969 748-6716 中小企業府外 （取締役 足立智司）
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（大阪府）東京都港区芝2丁目5番10号 芝公園ＮＤビル 代表取締役社長 林成則
中央コンピューター株式会社0000013999 03-5440-1680 中小企業府外

（ソリューションビジネス本部長 長尾久）

（石川県）京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町121番地 美濃利ビル3階 代表取締役 西原秀幸
株式会社中央設計技術研究所0000007837 221-1333 中小企業府外

（所長 福島幸三）

（広島県）大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1-5 代表取締役 福馬聡之
中外テクノス株式会社0000007967 06-4965-0022 中小企業府外 （支社長 永曽将人）

広島県広島市中区小町4番33号 代表取締役社長執行役員 瀧本夏彦
中国電力株式会社0000021307 082-544-2830 大企業府外

（広島県）大阪府大阪市淀川区宮原４丁目1番45号 代表取締役社長 坪井俊郎
中電技術コンサルタント株式会社0000017233 06-4807-7361 大企業府外 （所長 黒田仁美）

（愛知県）大阪府吹田市豊津町11-34 第10マイダビル7F 代表取締役社長 佐野錦司
中部科学機器株式会社0000018259 06-6192-8511 中小企業府外 （所長 飯塚稔）

愛知県名古屋市東区東新町1番地 代表取締役社長執行役員 大谷真哉
中部電力ミライズ株式会社0000021207 052-740-6831 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市西区新町二丁目20番6号 代表取締役社長 野本昌弘
株式会社長大0000007336 06-6541-5793 大企業府外

（支社長 香川昭之介）

東京都文京区湯島1丁目7番12号 代表取締役 井上任
株式会社千代田テクノル0000008405 03-3816-5241 大企業府外

和歌山県紀の川市桃山町市場547-3 代表取締役 小川量也
チリ化成株式会社0000010418 0736-66-9917 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市 浪速区湊町 １丁目4番38号 近鉄新難波ビル5階 代表取締役 和田修寛
株式会社ツーリストエキスパーツ0000017273 06-6641-8621 大企業府外 （西日本営業部長 巽栄治）

（京都府）京都府向日市寺戸町 瓜生22番地の1 向日市観光交流センターまちてらすＭ 代表取締役 北澤孝之
株式会社ツアーポート0000020549 075-934-1123 中小企業市外 ＵＫＯ （店長 北澤元悠）

月島テクノメンテサービス株式会 （東京都）大阪府大阪市中央区瓦町三丁目6番5号 代表取締役 伊藤道夫
0000006853 06-6231-4800 大企業府外

（部長 石橋稔章）社

東京都千代田区神田猿楽町2-8-11 VORT水道橋３ 6階 代表取締役 鈴木英樹
株式会社ツクリエ0000021339 03-4405-1357 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区宮原４丁目4番2-517号 代表取締役 辻井将吾
株式会社辻井建築設計事務所0000019759 06-6391-5071 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区中之島２丁目2番2号 代表取締役社長 江森勲
都築電気株式会社0000001152 06-6204-7000 大企業府外 （ソリューションビジネス本部部長 田谷俊）

（東京都）京都府京都市南区上鳥羽菅田町33 代表取締役 大木信夫
株式会社椿や0000022859 634-9296 中小企業府外 （取締役 松尾尚）

（奈良県）京都府京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436 永和御池ビル606号 代表取締役 鶴島敏章
鶴島商事株式会社0000023165 090-9885-8182 中小企業府外 （代表取締役兼所長 鶴島敏章）

大阪府大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 大手前センタービル１０階 代表取締役 恩田宏紀
株式会社テーク・ワン0000023380 06-6944-7577 中小企業府外

東京都文京区大塚３丁目1番1号 代表取締役 稲垣実
TRC-ADEAC株式会社0000022689 03-3943-7124 中小企業府外
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滋賀県長浜市細江町864番地4 代表取締役社長 高橋康之
ティーエムエルデ株式会社0000018808 0749-72-8110 中小企業府外

兵庫県伊丹市北伊丹7-90-2 代表取締役社長 相馬宏至
株式会社ＴＣＥ0000020739 072-771-2140 中小企業府外

東京都台東区上野５丁目6番10号 代表取締役 鼠家和彦
ティーペック株式会社0000021609 03-3839-1110 大企業府外

（東京都）京都府京都市中京区秋野々町529番地 ヒロセビル8階 代表取締役 田中裕二
T-LIFEパートナーズ株式会社0000011887 252-2260 大企業府外 （支店長 大原昌人）

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜一丁目2番1号 代表取締役 岡本安史
ＴＩＳ株式会社0000007487 06-4796-3093 大企業府外 （代表取締役副社長執行役員 柳井城作）

（岐阜県）大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目18番27号 代表取締役 中嶋徹
株式会社テイコク0000019177 06-6829-6920 大企業府外 （支店長 田澤義之）

（東京都）京都府京都市中京区御池通東洞院西入ル笹屋町435 京都御池第一生命ビルデ 代表取締役社長 後藤信夫
株式会社帝国データバンク0000010179 223-5111 大企業府外 ィング７階 （支店長 若田部亨）

（東京都）大阪府茨木市南目垣１丁目4番1号 代表取締役 塚野和夫
帝人エコ・サイエンス株式会社0000007660 072-646-5106 大企業府外

（所長 濱元弘実）

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 代表取締役社長 藤川佳久
帝人ヘルスケア株式会社0000008946 03-3506-4488 大企業府外

埼玉県川口市芝下1丁目1番3号 代表取締役 三門克彰
株式会社テクアノーツ0000006872 048-424-2800 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市西区阿波座１丁目6番1号 ＭＩＤ西本町ビル6F 代表取締役 田中秀範
株式会社テクノアイ0000015946 06-6534-8111 中小企業府外 （取締役本部長 木村敏行）

兵庫県神戸市中央区港島２丁目1-1 代表取締役社長 平田佳照
テクノ化成株式会社0000009572 078-306-0363 中小企業府外

東京都千代田区西神田１丁目4番5号 代表取締役 高橋久治
テスコ株式会社0000006599 03-5244-5311 大企業府外

大阪府大阪市中央区南久宝寺町四丁目3番5号 代表取締役 藤井俊成
株式会社テスティパル0000013144 06-6535-6161 中小企業府外

テプコカスタマーサービス株式会 東京都港区芝三丁目2番18号 代表取締役社長 正木まり
0000019018 0120-977-288 中小企業府外社

寺岡オート・ドアシステム株式会 （東京都）大阪府大阪市北区中津4丁目3-9 代表取締役 有倉良則
0000005742 06-6372-6066 中小企業府外 （取締役大阪支店長 小西啓一）社

（広島県）大阪府大阪市西区靱本町１丁目11番7号 信濃橋三井ビルディング３Ｆ 代表取締役 菅田博文
テラル株式会社0000016128 06-4803-8807 中小企業府外 （支店長 若林聡）

株式会社テリロジーサービスウェ 東京都千代田区九段北１丁目13番地5号 代表取締役 甲賀武
0000022235 03-4550-0556 中小企業府外ア

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

東京都港区芝公園一丁目1番1号 住友不動産御成門タワー 代表取締役 櫻庭康人
株式会社天地人0000023614 090-7666-1072 中小企業府外
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広島県広島市 西区草津 新町1-21-35 広島ミクシス・ビル 代表取締役 内海良夫
株式会社データホライゾン0000017269 082-279-5550 中小企業府外

（埼玉県）東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号 代表取締役社長 中西祐畿
株式会社ＤＮＰデータテクノ0000022030 03-6735-0577 中小企業府外

（本部長 土屋勝史）

（東京都）大阪府門真市三ツ島5-36-1 代表取締役 山本克彦
株式会社ディーエムエス0000020779 072-883-3300 大企業府外 （取締役執行役員大阪支社長 坂本清志）

大阪府大阪市北区南森町２丁目4番5号 代表取締役 岩浅宏明
ディアシステム株式会社0000015938 06-6364-6586 中小企業府外

（兵庫県）京都府京都市南区東九条西山王町11 白川ビル2 5階 代表取締役社長 長代輝彦
ＤＸアンテナ株式会社0000005346 320-4118 大企業府外 （所長 中谷寛）

（東京都）東京都中央区八丁堀２丁目23番1号 エンパイヤビル 代表取締役社長 北村友朗
株式会社ＤＴＳ0000019823 03-3948-5488 大企業府外 （取締役常務執行役員 竹内実）

大阪府大阪市中央区内本町1-1-6 本町カノヤビル9Ｆ 代表取締役 金澤尚司
株式会社ディライトシステム0000023617 06-6948-8791 中小企業府外

株式会社ディンズ環境分析センタ 三重県伊賀市治田3598番地の12 代表取締役 亀本和成
0000014584 0595-20-2155 中小企業府外ー

大阪府大阪市北区太融寺町4番20号 すてらめいとビル 代表取締役 船積誠
株式会社デジャヴ・ラボ0000021785 06-7507-1331 中小企業府外

デロイトトーマツコンサルティン 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビルディング 代表社員 佐瀬真人
0000021031 03-5220-8600 大企業府外グ合同会社

（東京都）大阪府大阪市中央区南本町2丁目6番12号 代表取締役 村林秀晃
株式会社電業社機械製作所0000005142 06-6251-2561 大企業府外 （支店長 坂根寧）

東京都中央区銀座八丁目10番5号 代表取締役 河野純
株式会社電算0000022608 03-3572-5975 中小企業府外

（岐阜県）岐阜県岐阜市日置江1丁目58番地 代表取締役 高橋譲太
株式会社電算システム0000014674 058-279-3456 大企業府外

（取締役執行役員事業部長 辻本治）

（東京都）京都府京都市下京区二帖半敷町647 オンリー烏丸ビルengawaKYOTO 代表取締役社長執行役員 榑谷典洋
株式会社電通0000008216 366-4946 大企業府外

（関西第1ビジネスプロデュース局長前川隆弘）

株式会社電通パブリックリレーシ （東京都）大阪府大阪市北区中之島3-2-4 代表取締役 牧口征弘
0000022249 06-6484-8850 中小企業府外 （関西支社長 齋藤正人）ョンズ

（東京都）大阪府大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト１６F 代表取締役社長執行役員 高木正彦
株式会社電通ライブ0000006343 06-6484-8686 大企業府外 （関西支社長 中邨正人）

兵庫県神戸市中央区元町通六丁目五番八号 代表取締役 檀野修一
株式会社電電広告0000004354 078-351-2345 中小企業府外

（岐阜県）大阪府摂津市鳥飼本町4丁目8番9号 代表取締役 小野木孝二
株式会社トーカイ0000014019 072-653-8855 大企業府外 （支店長 鶴岡正樹）

大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目4番27号 代表取締役 石田久
株式会社トージツフーズ0000016632 06-6267-7177 中小企業府外

株式会社トータルメディア開発研 東京都千代田区紀尾井町3番23号 代表取締役 山村健一郎
0000009579 03-3221-5558 大企業府外究所
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大阪府大阪市 東成区中本 ５丁目2番33号 代表取締役 古川常之
株式会社トーテック0000018776 06-6981-5418 中小企業府外

（愛知県）大阪府大阪市北区堂島2-1-31 京阪堂島ビル9F 代表取締役 坂井幸治
トーテックアメニティ株式会社0000017226 06-6147-2100 中小企業府外

（所長 大橋卓也）

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 四条烏丸ＦＴスクエア 包括代表 大久保孝一
有限責任監査法人トーマツ0000010310 222-0181 大企業府外 （所長 岩淵貴史）

（大阪府）大阪府大阪市中央区伏見町四丁目3番9号 代表取締役社長 下嶽幹昌
トーヨーエナジー株式会社0000018396 06-6201-0948 中小企業府外 （関西支店副支店長 林田徹）

（東京都）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二号館2203 代表取締役 山口乃理夫
東亜グラウト工業株式会社0000005839 06-6307-0880 中小企業府外 （支店長 玉置真樹）

（東京都）東京都中央区銀座３丁目2番17号 代表取締役社長 手塚治
東映株式会社0000015247 03-3535-3631 大企業府外 （部長 中鉢裕幸）

京都府城陽市寺田樋尻44番地6 代表取締役 橘彰久
東海アナース株式会社0000005598 0774-53-8702 中小企業市外

神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19 竹生第2ビル5F 代表取締役 中島敦
東海技研株式会社0000013660 045-471-8300 中小企業府外

東京都中央区日本橋二丁目10番8号 代表取締役 米田英輝
東京インタープレイ株式会社0000019907 03-5825-4028 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通麩屋町西入ル立売東町22 取締役社長 広瀬伸一
東京海上日動火災保険株式会社0000019153 241-1152 大企業府外 （京都支店長 西尾大樹）

東京都渋谷区神宮前6丁目28番地5号 宮崎ビルＢ棟４Ｆ 代表取締役 塚崎秀雄
東京カメラ部株式会社0000021777 03-6433-5470 中小企業府外

東京都港区海岸一丁目5番20号 代表執行役社長 内田高史
東京瓦斯株式会社0000023180 03-5400-3831 大企業府外

（東京都）京都府福知山市篠尾新町３丁目79-2 アルカディア201号室（竹下ビル） 代表取締役 大村善雄
株式会社東京建設コンサルタント0000007321 0773-48-9740 大企業府外

（所長 佐藤英章）

（東京都）東京都大田区羽田空港一丁目8番2号 代表取締役 上林裕幸
東京航空計器株式会社0000023106 03-3747-7671 中小企業府外

（羽田事業部長 荒井健二）

東京コンピュータサービス株式会 （東京都）京都府京都市下京区東塩小路町734 中信駅前ビル 代表取締役社長 高山芳之
0000015939 353-8411 中小企業府外 （京都支店長 瀬崎知博）社

（東京都）京都府京都市下京区四条通新町東入ル月鉾町62番地 住友生命京都ビル6Ｆ 代表取締役社長 河原光雄
株式会社東京商工リサーチ0000001136 255-7666 大企業府外 （支店長 南裕孝）

（東京都）大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目4番10号 代表取締役 渡辺能理夫
東京書籍株式会社0000012432 06-6397-1350 中小企業府外 （支社長 鈴木智）

（東京都）大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-29 テラサキ第２ビル 代表取締役社長 狩谷薫
株式会社東京設計事務所0000013075 06-6398-1301 大企業府外 （執行役員支社長 神保士朗）

東京都品川区南品川二丁目2番7号 代表取締役 合田嘉和
東京ソフト株式会社0000017455 050-5444-5905 中小企業府外

東京都港区西新橋２丁目35番2号 代表取締役 清野英俊
東京テレメッセージ株式会社0000021030 03-5733-0247 中小企業府外
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（東京都）大阪府大阪市 北区南森町 ２丁目2-9 南森町八千代ビル7階Ａ号室 代表取締役 吉田隆
東京反訳株式会社0000019285 06-6755-4013 中小企業府外

（支店長 吉條一）

東京都文京区本駒込2丁目29番22号 代表取締役 田中義紀
株式会社東京法規出版0000000163 03-5977-0300 中小企業府外

（長野県）大阪府大阪市都島区東野田町1-17-12 代表取締役 星沢卓也
東京法令出版株式会社0000004625 06-6355-5226 中小企業府外 （所長 佐波光男）

（東京都）大阪府大阪市北区茶屋町1-27 代表取締役 反町雄彦
株式会社東京リーガルマインド0000009813 06-6374-5021 大企業府外 （大阪法人事業本部長 石原潤）

埼玉県さいたま市 大宮区東町 １丁目36番1号 代表取締役 斎藤秀晴
株式会社東建エンジニアリング0000018127 048-657-3511 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 四条ＳＥＴビル8階 取締役社長 青木宏明
東光電気工事株式会社0000001699 213-4950 大企業府外 （所長 中根洋心）

（大阪府）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 代表取締役 河野祐一
東西化学産業株式会社0000000665 06-6947-3717 大企業府外

（支店長 前田明）

（神奈川県）大阪府大阪市北区角田町8-1 代表取締役社長 今野貴之
東芝インフラシステムズ株式会社0000005968 06-6130-2215 大企業府外

（関西支社長 江尻昌弘）

東芝通信インフラシステムズ株式 （東京都）大阪府大阪市中央区本町四丁目２番１２号 代表取締役社長 近藤浩太郎
0000005849 06-6252-3512 大企業府外 （支店長 若村直紀）会社

大阪府大阪市北区大淀中一丁目16番-7号 代表取締役 酒巻正幸
株式会社東通企画0000023150 06-6451-7677 中小企業府外

（東京都）京都府京都市 下京区五条通 新町東入東錺屋町186 ヤサカ五条ビル9Ｆ 代表取締役 百木田康二
東武トップツアーズ株式会社0000020163 050-9001-8771 大企業府外 （支店長 樋口貴弘）

（三重県）愛知県名古屋市西区名駅二丁目27番8号 名古屋プライムセントラルタワー8階 代表取締役 山本文彦
株式会社東名0000022640 052-587-2080 大企業府外 （ネットワークソリューション事業部統括部長）

東京都台東区東上野１丁目14-4 代表取締役 荻久保英男
株式会社東洋食品0000019948 03-3836-1291 中小企業府外

東京都台東区東上野一丁目14番4号 代表取締役 荻久保英男
株式会社東洋食品フードサービス0000013829 03-3836-1285 中小企業府外

大阪府東大阪市本庄西1丁目10番24号 代表取締役社長 尾曲浩明
東洋メンテナス株式会社0000005996 06-4309-0880 大企業府外

滋賀県大津市園山一丁目１番１号 代表取締役 大石学
東レテクノ株式会社0000013012 077-533-8580 中小企業府外

（広島県）大阪府大阪市淀川区木川東２丁目4番10号 代表取締役 友田啓二郎
株式会社東和テクノロジー0000007488 06-6309-3300 中小企業府外 （支店長 福永和弘）

大阪府堺市中区土師町四丁5番17号 代表取締役 時任隼成
株式会社トキト0000012759 072-270-6462 中小企業府外

（徳島県）大阪府堺市堺区向陵東町１丁9番5号104 代表取締役 滝本佳範
株式会社トクスイ0000018593 072-275-8092 中小企業府外 （所長 滝本太一郎）

大阪府高槻市北大樋町45番1号 代表取締役 徳山仁守
有限会社徳山産業0000011862 072-672-0050 中小企業府外
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（大阪府）京都府京都市伏見区深草西浦町七丁目18番地1 代表取締役 前田晋二
都市クリエイト株式会社0000002822 623-5688 大企業府外

（支店長 高尾昌城）

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 代表取締役 田中正
株式会社都市設計総合研究所0000007421 06-6363-2676 中小企業府外

東京都文京区大塚三丁目1番1号 代表取締役 谷一文子
株式会社図書館流通センター0000000133 03-3943-2221 大企業府外

岡山県岡山市南区西市116番地13 代表取締役 橋本明三
株式会社トスコ0000012790 086-243-8868 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区中之島２丁目3番18号 中之島フェスティバルタワー 代表取締役社長 麿秀晴
凸版印刷株式会社0000008273 06-6454-6009 大企業府外 （執行役員事業部長 山中欣也）

株式会社トッパンインフォメディ （東京都）大阪府大阪市福島区海老江3-22-61 代表取締役 堀正史
0000016724 06-6453-8811 大企業府外 （課長 村井康隆）ア

（東京都）大阪府大阪市生野区桃谷一丁目3番23号 代表取締役 井上善雄
株式会社巴川製紙所0000022040 06-6717-8000 中小企業府外

（所長 植村龍一）

（東京都）大阪府大阪市北区梅田2丁目5番6号 代表取締役社長 山崎純大
株式会社巴商会0000004317 06-6342-6251 中小企業府外

（支店長代理 森田雄司）

（東京都）京都府京都市 南区上鳥羽 火打形町259 代表取締役 深尾定男
株式会社巴商会0000018123 691-7990 中小企業府外 （所長 山越錠司）

（愛知県）愛知県名古屋市中区錦２丁目17-21 NTTデータ伏見ビル本館2階 代表取締役 西利之
トヨタファイナンス株式会社0000021605 052-205-3332 大企業府外 （スマートプロセス部長 有竹志朗）

大阪府大阪市中央区南本町３丁目6番14号 代表取締役 山田善久
株式会社トライグルーフ゜0000022902 03-5211-2211 中小企業府外

大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番18号 代表取締役 安本知治
株式会社トラフィックス0000023656 06-6445-9230 中小企業府外

大阪府大阪市中央区天満橋京町1番24号 代表取締役 林八十彦
株式会社 トラベル遊0000016721 06-6947-6655 中小企業府外

東京都渋谷区東一丁目2番20号 代表取締役共同社長 石見浩一
トランス・コスモス株式会社0000015699 050-1751-8404 大企業府外

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5階 代表取締役 宮崎正伸
株式会社ドーン0000009817 078-222-9700 中小企業府外

東京都渋谷区道玄坂１丁目14番6号 代表取締役 高橋雅彦
株式会社ドクタートラスト0000021089 03-3464-4000 中小企業府外

東京都千代田区飯田橋１丁目8番10号 代表取締役 岡座守
株式会社ドリームホップ0000021267 050-1741-7172 中小企業府外

株式会社ナースパワー人材センタ （熊本県）大阪府大阪市 北区堂島 １丁目6番20号 堂島アバンザ6階 代表取締役 木庭哲康
0000018258 06-6345-0100 中小企業府外 （大阪支店長 佐野和之）ー

（東京都）京都府京都市左京区吉田本町27-8 代表取締役 五本木秀昭
内外地図株式会社0000007974 751-8786 中小企業府外 （所長 田中雅弘）

愛知県名古屋市天白区野並二丁目213番地 代表取締役 山口寛
ナカシャクリエイテブ株式会社0000014068 052-895-1132 中小企業府外
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群馬県伊勢崎市連取町3290番地5 代表取締役 中島明
株式会社中島自動車電装0000018786 0270-24-5678 中小企業府外

中日本建設コンサルタント株式会 （愛知県）京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町263番地 代表取締役社長 庄村昌明
0000007482 212-2081 大企業府外

（所長 田村泰造）社

（愛知県）大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39 新大阪ＮＫビル２Ｆ 代表取締役社長 二神一
中日本航空株式会社0000007644 06-6152-5651 大企業府外 （支店長 遠藤孝浩）

（大阪府）大阪府大阪市中央区北浜東1番20号 代表取締役 湯本秀昭
ナカバヤシ株式会社0000008385 06-6943-5555 大企業府外 （本社長 長井俊介）

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番24号 代表取締役社長 木村浩
株式会社ナカボーテック0000005171 06-6399-2431 大企業府外 （支店長 林芳次）

京都府長岡京市長岡１丁目34番25号 代表取締役 今井孝一
有限会社長岡美装社0000013771 953-7903 中小企業市外

（埼玉県）大阪府池田市神田2丁目21番3号 代表取締役 長島博高
長島鋳物株式会社0000008230 072-752-2641 中小企業府外

（大阪営業所長 丸山勝弘）

愛知県津島市東柳原町５丁目5番地1 代表取締役 長田一郎
長田広告株式会社0000015970 0567-26-5251 中小企業府外

東京都港区南青山2ー27ー27 丸八青山ビル3階 代表取締役 植島幹九郎
株式会社ナチュラリ0000023562 03-6447-2399 中小企業府外

（滋賀県）滋賀県彦根市高宮町2688番地１ 代表取締役社長 湊加津夫
夏原工業株式会社0000014611 0749-26-3272 中小企業府外 （事業部長 川端正男）

（東京都）京都府京都市下京区七条御所ノ内南町103 ワコール京都ビル 代表取締役 瀬川剛
株式会社七彩0000006541 075-778-0587 中小企業府外 （関西支店長 金子法清）

大阪府大阪市中央区博労町２丁目4番11号 中博ビル内 代表取締役 福田章光
株式会社ナニワ計算センター0000018257 06-6264-6222 中小企業府外

大阪府大阪市生野区巽南５丁目４番２６号 代表取締役 濱田茂
ナフス株式会社0000015390 06-6791-8962 中小企業府外

大阪府大阪市大正区泉尾７丁目1番17号 代表取締役 濱田武
ナフス南株式会社0000021032 06-6553-2351 中小企業府外

奈良県奈良市大宮町１丁目1-25 取締役社長 森島和洋
奈良交通株式会社0000019974 0742-20-3143 大企業府外

兵庫県神戸市中央区江戸町98番地1 東町江戸町ビル907号 代表取締役 齋藤弘
株式会社南北貿易0000008622 078-322-0660 中小企業府外

大阪府大阪市 北区曽根崎新地 １丁目4-20 代表取締役 山川太志
株式会社ニーズ0000019566 06-6346-6393 中小企業府外

（福岡県）大阪府大阪市中央区高麗橋３丁目２番７号 ＯＲＩＸ高麗橋ビル８階 代表取締役 小柳和彦
西鉄旅行株式会社0000023384 06-6222-2891 大企業府外 （部長 安部稔）

兵庫県神戸市長田区長田町7丁目3番2号 代表取締役 溝口立子
株式会社西日本環境0000014692 078-643-2809 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市淀川区宮原2丁目10番9号 代表取締役 工藤清
株式会社西日本水道センター0000015978 06-6396-8118 中小企業府外 （支店長 井上啓）
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（大阪府）京都府京都市中京区烏丸三条上ル場之町604 代表取締役社長 森林正彰
西日本電信電話株式会社0000005746 255-9070 大企業府外

（支店長 重田敦史）

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 代表取締役 森信介
株式会社ニチイ学館0000008465 03-5834-5100 大企業府外

大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目3番5号 代表取締役 小笠原力一
株式会社ニチダン0000010589 06-6623-2551 中小企業府外

（東京都）滋賀県守山市勝部四丁目２番１７号 代表取締役 小幡学
ニチレキ株式会社0000007528 077-582-3355 大企業府外 （所長 川竹秀樹）

福岡県大野城市川久保 ３丁目1番23号 代表取締役 松浦豊喜
株式会社ニック0000017322 092-504-2489 中小企業府外

大阪府大阪市中央区南船場一丁目17番10号 取締役社長 嶋田有孝
株式会社日経サービス0000005819 06-6268-6588 中小企業府外

京都府福知山市昭和新町111番地 代表取締役 森田恭介
株式会社日匠設計0000012968 0773-22-1381 中小企業市外

（東京都）京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル７F 代表取締役社長 立林勝美
日清医療食品株式会社0000001013 231-5100 大企業府外

（支店長 小林和則）

（東京都）大阪府大阪市中央区瓦町1-6-10 代表取締役 高野利男
日信電子サービス株式会社0000013505 06-4707-6511 大企業府外 （支社長 小田康晴）

（東京都）大阪府大阪市西区立売堀1丁目3番13号 代表取締役 矢口孝仁
日信防災株式会社0000000530 06-6532-4995 中小企業府外 （支店長 児玉雅治）

（東京都）大阪府吹田市江坂町1丁目23番101号 代表取締役社長 間山一典
株式会社日水コン0000007306 06-6339-7300 中小企業府外 （支所長 今野和弘）

（神奈川県）大阪府堺市中区伏尾4 代表取締役 黒田和久
日水産業株式会社0000016290 072-278-5521 中小企業府外 （所長 竹田強）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島３丁目2番4号 代表取締役取締役社長 小林毅
株式会社ニッセイコム0000010021 06-7507-2255 中小企業府外

（常務執行役員事業部長 矢野修司）

ニッセイ情報テクノロジー株式会 東京都大田区蒲田５丁目37番1号 代表取締役社長 矢部剛
0000010452 03-5714-4600 大企業府外社

大阪府大阪市北区芝田１丁目4番14号 芝田町ビル2階 代表取締役 山下吾一
株式会社ニッソーネット0000019495 06-6375-2111 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町2丁目1番13号 代表取締役社長 浜田幸一
株式会社日総建0000007489 06-6264-5550 中小企業府外 （所長 松尾大史）

日鉄レールウェイテクノス株式会 大阪府大阪市此花区島屋５丁目1番109号 代表取締役 谷元伸孝
0000019308 06-6466-6176 中小企業府外社

東京都千代田区九段北1-11-5 代表取締役 高居隆章
日本カルミック株式会社0000000070 03-3230-6753 中小企業府外

福岡県北九州市小倉北区鍛冶町二丁目4番1号 代表取締役 原田栄一
日本コンピューター株式会社0000013729 093-521-8123 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区東塩小路高倉町2番1 代表取締役 堀切智
日本通運株式会社0000008192 606-1102 大企業府外 （支店長 岡本俊一）
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（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング 代表取締役執行役員社長 森田隆之
日本電気株式会社0000001582 253-6009 大企業府外

（京都支社長 林誠一）

（東京都）大阪府大阪市中央区本町4-5-18 本町ＹＳビル 代表取締役 片山繁載
株式会社日本マンパワー0000018690 06-6266-3355 大企業府外

（支社長 奥村達志）

日本郵政コーポレートサービス株 （東京都）大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 ＯＭＭビル５Ｆ 代表取締役社長 小塚健一
0000020507 06-6943-4821 大企業府外 （支社長 正木建次）式会社

京都府久世郡久御山町大橋辺16番地10 代表取締役 勝間田清人
株式会社日本医学臨床検査研究所0000002846 075-631-6181 大企業市外

大分県由布市挾間町来鉢２９９６番地２ 代表取締役 三重野丈一
有限会社日本一安い罠の店0000023123 097-583-6767 中小企業府外

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 代表取締役 橋爪敦弘
株式会社日本医薬総合研究所0000023140 03-6810-0812 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区五条通大宮南門前町480番 代表取締役 小林祐太
株式会社日本インシーク0000007476 342-0270 大企業府外

（所長 麻野裕昭）

埼玉県幸手市緑台1-19-11 代表取締役 佐藤亮
株式会社日本ウォーターテックス0000013821 0480-43-3601 中小企業府外

埼玉県さいたま市南区内谷４丁目10番6号 代表取締役 クリスチャン・オーティエ
日本オート・フォート株式会社0000021960 048-861-1621 中小企業府外

（石川県）京都府福知山市末広町 １丁目31番地 代表取締役 黒木康生
株式会社日本海コンサルタント0000017247 0773-25-0086 中小企業府外 （所長 花谷茂生）

三重県津市広明町121番地の2 代表取締役 庄司勇木
株式会社日本開発研究所三重0000013800 059-224-4316 中小企業府外

大阪府摂津市千里丘5-16-21 代表取締役 中元章博
日本環境分析センター株式会社0000015257 06-6380-6660 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 代表理事 会長 春田謙
一般財団法人日本気象協会0000000291 06-6266-8421 大企業府外

（関西支社長 櫻井康博）

（東京都）大阪府大阪市西区靭本町1丁目8番4号 理事長 岡島芳明
一般社団法人日本経営協会0000010590 06-6443-6961 中小企業府外

（関西本部長 白石大輔）

東京都港区西新橋二丁目1番1号 代表取締役 山崎文夫
日本経営システム株式会社0000016700 03-6865-1391 中小企業府外

東京都千代田区大手町 一丁目9番2号 代表取締役 高橋洋
株式会社日本経済研究所0000011816 03-6214-4615 大企業府外

（東京都）東京都中央区八丁堀二丁目9番1号 代表取締役 野呂克彦
日本検査株式会社0000007979 03-3537-3664 中小企業府外 （安全管理審査室室長 浜本長三郎）

（神奈川県）大阪府大阪市中央区内本町1丁目3-5 代表取締役 齋藤安弘
日本原料株式会社0000005174 06-6941-5555 中小企業府外 （支店長 瀬田和俊）

（東京都）京都府京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町338番地 代表取締役 新屋浩明
日本工営株式会社0000000500 353-0511 大企業府外 （所長 大平欽吾）

（愛知県）大阪府大阪市平野区西脇２丁目6番12号 平野エアクリアロイヤルハイツ202号 代表取締役 井上英明
有限会社日本交通流動リサーチ0000020483 06-6777-3161 中小企業府外 室 （大阪支社長 井上英明）
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（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原３丁目5番36号 新大阪トラストタワー6階 代表取締役社長 荻野博一
日本光電工業株式会社0000009597 050-3820-7035 大企業府外

（支社長 麻浩則）

東京都中央区日本橋堀留町 ２丁目4-3 代表取締役 市川敏一
日本国民食株式会社0000019973 03-6861-4499 中小企業府外

大阪府大阪市西区江戸堀１丁目2番11号 代表取締役 山里真元
日本コムシンク株式会社0000022260 06-6448-8660 中小企業府外

日本コンベンションサービス株式 東京都千代田区霞が関1-4-2 代表取締役 近浪弘武
0000013698 03-3508-1211 大企業府外会社

広島県三次市十日市東２丁目3番8号 代表取締役 渡部彰
株式会社日本斎苑0000021806 0824-63-2646 中小企業府外

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 代表取締役 海瀬光雄
株式会社 日本サポートサービス0000012064 03-3291-6943 中小企業府外

東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 代表取締役 内田勉
日本サンサイクル株式会社0000010459 03-3639-4911 中小企業府外

大阪府大阪市北区中之島2-3-18 代表取締役社長 平林武昭
日本システム技術株式会社0000018767 06-4560-1050 大企業府外

一般財団法人日本食品分析センタ （東京都）大阪府吹田市豊津町3番1号 理事長 佐藤秀隆
0000009598 06-6386-1851 大企業府外 （支所長 伊佐川聡）ー

兵庫県神戸市中央区海岸通１丁目1番1号 神戸郵船ビルディング304号 代表取締役 山本政和
日本水機調査株式会社0000017235 078-325-5373 中小企業府外

東京都千代田区神田神保町1丁目34番地 代表取締役 中村太紀
株式会社日本選挙センター0000008408 03-3294-5251 中小企業府外

愛知県名古屋市中区千代田五丁目7番5号 パークヒルズ千代田 代表取締役 西脇司
日本ゼネラルフード株式会社0000008950 052-243-6111 大企業府外

大阪府大阪市北区野崎町6番7号 代表取締役 野口博睦
株式会社日本綜合経営協会0000016386 06-6362-4181 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区西天満４丁目14番3号 代表取締役 山際正剛
日本ソフトウェア株式会社0000015245 06-6311-2601 中小企業府外

（常務取締役本部長 濱田佳斉）

日本ソフトウエアマネジメント株 神奈川県横浜市神奈川区金港町5番地32 ベイフロント横浜 代表取締役 五十嵐孝雄
0000023407 045-441-1251 中小企業府外式会社

滋賀県米原市米原西23番地 代表取締役社長 蒲生仙治
日本ソフト開発株式会社0000015971 0749-52-3811 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区北浜東1番20号 代表取締役 國生敏矢
日本通信紙株式会社0000001645 06-6910-0101 中小企業府外 （支店長 近藤智章）

東京都千代田区内神田二丁目3番4号 有楽町電気ビル北館 代表取締役社長 高部文宏
日本通信ネットワーク株式会社0000019949 03-6206-9330 大企業府外

日本テクニカル・サービス株式会 東京都世田谷区池尻3丁目10番3号 代表取締役 米谷恭児
0000007016 03-3413-8554 中小企業府外社

東京都千代田区神田猿楽町22-3 ＮＳビル4階 代表取締役社長 斉藤加代子
株式会社日本デイケアセンター0000022014 03-3293-1581 大企業府外
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（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島二丁目12番11号 代表取締役社長 松永恒
日本電子計算株式会社0000007248 06-6307-5437 大企業府外

（大阪支店長 一井生也）

日本トータルテレマーケティング 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 代表取締役 森真吾
0000022023 03-6730-0001 大企業府外株式会社

東京都新宿区西新宿6丁目6番3号 代表取締役社長 山口哲也
日本道路興運株式会社0000010025 03-3344-0908 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区今橋三丁目1番7号 代表取締役 譲原正昭
株式会社日本能率協会総合研究所0000007511 06-6233-2261 大企業府外 （所長 大江隆之）

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２階 代表取締役 西門賢治
日本パナユーズ株式会社0000013824 06-4394-8723 中小企業府外

大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１８番１１号 代表取締役 石金正巳
株式会社日本ビジネス開発0000022509 06-6441-2207 中小企業府外

株式会社日本ビジネスデータープ 兵庫県神戸市中央区伊藤町119番地 代表取締役 池惠二
0000008970 078-332-0871 中小企業府外ロセシングセンター

日本ファインセラミックス株式会 宮城県仙台市泉区明通三丁目10番 代表取締役 田中宏
0000022362 022-378-7825 中小企業府外社

（東京都）京都府京都市中京区車屋御池下ル梅屋町361番地1 アーバネックス御池ビル東 理事長 宮内豊
一般財団法人日本不動産研究所0000015145 241-3431 大企業府外 館８階 （支所長 神本文子）

大阪府堺市堺区北花田口町三丁2番10号 代表取締役 西川元典
日本放射線防禦株式会社0000010591 072-232-0741 中小企業府外

東京都港区東麻布一丁目10番12号 代表取締役 高畠リサ
株式会社日本翻訳センター0000019249 03-6277-7511 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区天満橋1丁目8-30 （OAPタワー） 代表取締役社長 佐藤元彦
日本防蝕工業株式会社0000005310 06-6356-9800 中小企業府外 （支店長 近藤充浩）

大阪府大阪市西区京町堀一丁目9番10号 代表取締役 森脇豊
株式会社日本マネジメント協会0000023580 06-6444-4881 中小企業府外

（神奈川県）大阪府大阪市浪速区幸町三丁目1番10号 代表取締役 田中秀宜
日本ミクニヤ株式会社0000013025 06-6561-3928 中小企業府外

（支店長 渡邊竜之）

大阪府大阪市北区菅原町8番14号 代表取締役 川西昌史
日本水処理工業株式会社0000013818 06-6363-5330 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区谷町１丁目3番5号 理事長 河内正孝
公益財団法人日本無線協会0000022600 06-6942-8886 中小企業府外 （支部長 徳留修）

日本メンテナスエンジニヤリング （大阪府）京都府乙訓郡 大山崎町字大山崎 小字鏡田10番地9 代表取締役社長 田伏重成
0000006742 075-959-0701 中小企業府外 （支店長 石田定雄）株式会社

（東京都）京都府京都市下京区四条通り柳馬場西入ル立売中之町103-1 ニッセイ四条柳 代表取締役社長 小谷野悦光
株式会社日本旅行0000013958 223-2315 大企業府外 馬場ビル2階 （支店長 青山啓二）

日本旅行ビジネスソリューション 大阪府大阪市北区梅田１丁目11番4号 大阪駅前第4ビル12階 代表取締役 高橋秀実
0000018331 06-4796-3733 中小企業府外ズ株式会社

（神奈川県）大阪府大阪市東淀川区東中島四丁目1番11号 605 代表取締役 川島幹夫
株式会社日本レップス0000007981 06-6195-4390 中小企業府外 （所長 岡崎到）
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（徳島県）大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目１７番５号２１９ 代表取締役 新垣光勇
株式会社日本漏防コンサルタント0000007942 06-6326-7787 中小企業府外

（所長 副島修一）

大阪府大阪市淀川区西中島３丁目11-24 山よし第11ビル8Ｆ 代表取締役 岡田信二
株式会社ニューコンセプト0000022982 06-6303-1178 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市城東区今福西３丁目2番24号 代表取締役 伊地知康二
ネクスタ株式会社0000022677 06-6939-1281 中小企業府外 （常務取締役 小杉雅行）

（愛知県）愛知県名古屋市 中村区名駅二丁目35番22号 代表取締役 松浦千尋
Next-i株式会社0000021575 052-446-5305 中小企業府外 （代表 藤井文彦）

（東京都）東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー 代表取締役 竹下隆史
ネットワンシステムズ株式会社0000007249 03-6256-0600 大企業府外 （執行役員西日本事業本部長 畠山大輔）

（東京都）大阪府八尾市東太子2丁目1番46号 代表取締役 野口修
野口株式会社0000014610 072-991-1036 中小企業府外 （所長 野口美樹）

東京都港区台場2丁目3番4号 代表取締役 社長執行役員 榎本修次
株式会社乃村工藝社0000000079 03-5962-1171 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市浪速区難波中２丁目10番70号 代表取締役社長 中川雅寛
株式会社ノムラメディアス0000009607 06-6649-3336 中小企業府外

（事業所長 秋田昌彦）

愛知県名古屋市千種区青柳町5丁目6番地 代表取締役 平林貴
ＨＡＲＶＥＹ株式会社0000021106 052-744-1760 中小企業府外

大阪府大阪市中央区久太郎町１丁目6番29号 フォーキャスト堺筋本町10階 代表取締役 前田征道
株式会社ハートス0000005677 06-6265-2651 中小企業府外

神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目120番地 代表取締役 脇本実
ハーベストネクスト株式会社0000015989 045-336-1120 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市東淀川区東中島1-18-22 代表取締役 大隈太嘉志
葉隠勇進株式会社0000015345 06-6940-6930 中小企業府外 （支店長 鈴木紀之）

大阪府大阪市福島区海老江8丁目9番9号 代表取締役 谷井一博
株式会社博電舎0000000504 06-6452-2325 中小企業府外

（東京都）東京都渋谷区神宮前2丁目34番地17号 住友不動産原宿ビル5階 代表取締役 蓮田健一
株式会社ｈａｃｏｍｏｎｏ0000023616 03-6778-4949 中小企業府外

（公共担当 上村祐介）

大阪府堺市美原区真福寺77番地1 代表取締役 橋田伸俊
株式会社橋田舞台設備0000023702 072-369-1122 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市伏見区竹田真幡木町53 代表取締役 橋本岩夫
橋本技術株式会社0000017985 601-2345 中小企業府外 （所長 町田輝次）

株式会社ハナテックコンピュータ 大阪府大阪市中央区瓦町３丁目4-10 日宝御堂ビル２Ａ 代表取締役 花木慎二
0000023173 06-6222-8787 中小企業府外システム

大阪府大阪市浪速区湊町二丁目1番57号 代表取締役 越智賢三
株式会社ハル0000021118 06-6632-7691 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市北区梅田二丁目5番25号 ハービスOSAKA9階 代表取締役 酒井淳
株式会社阪急交通社0000020169 06-4795-5945 大企業府外 （支店長 松岡佳代）

阪急コミューターバスマネジメン 大阪府豊中市庄内西町５丁目1番24号 代表取締役 和田拓郎
0000009256 06-6866-3150 中小企業府外ト株式会社
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（大阪府）大阪府大阪市北区梅田二丁目5番25号 代表取締役 山川豊治
株式会社阪急トラベルサポート0000023607 06-4795-5745 大企業府外

（支店長 渡会佳朗）

阪急阪神マーケティングソリュー 大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号 代表取締役社長 三宅良明
0000022621 06-6373-6805 中小企業府外ションズ株式会社

阪高プロジェクトサポート株式会 大阪府大阪市北区梅田一丁目11番4-1800 代表取締役 藤村浩三
0000021959 06-6345-3000 中小企業府外社

大阪府大阪市西区新町二丁目18番8号 代表取締役 羽生久美子
阪神給食株式会社0000015986 06-6533-0005 中小企業府外

大阪府大阪市此花区四貫島２丁目26番7号 代表取締役 田中渉
阪神動力機械株式会社0000021994 06-6462-1808 中小企業市外

大阪府大阪市住之江区北加賀屋３丁目2番18号 代表取締役 中道史和
株式会社阪神マテリアル0000020781 06-6681-1900 中小企業府外

千葉県旭市上永井875 代表取締役 二階堂貴之
有限会社バーデン0000021814 0476-50-5065 中小企業府外

Ｂ．Ａ．Ｕ．Ｍ． Ｃｏｎｓｕｌ 東京都港区赤坂７-５-５６ドイツ文化会館４Ｆ ＣＥＯ 青野雅和
0000023382 080-1061-4012 中小企業府外ｔ Ｊａｐａｎ 株式会社

東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル14階 代表取締役社長 岡田努
株式会社バックスグループ0000018215 03-6626-5911 大企業府外

大阪府大阪市福島区鷺洲４丁目6番26号 代表取締役 馬場俊和
株式会社馬場酸素0000016701 06-6451-5552 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーＢ16階 代表取締役 木村和成
パーソルテンプスタッフ株式会社0000008830 06-7166-9470 大企業府外 （本部長 藤原理絵）

パーソルワークスデザイン株式会 東京都豊島区池袋2-65-18 代表取締役 平林由義
0000020488 03-6907-4481 大企業府外社

東京都港区赤坂 ２丁目9番11号 代表取締役 林哲也
株式会社パイプドビッツ0000018104 03-5575-6601 中小企業府外

佐賀県鳥栖市藤木町10番地30 代表取締役 濱武康司
株式会社パクス0000022613 0942-81-4649 中小企業府外

パシフィックコンサルタンツ株式 （東京都）京都府京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町646 代表取締役社長 大本修
0000001551 342-5051 大企業府外 （所長 米谷瑠皇）会社

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 代表取締役 島村秀樹
株式会社パスコ0000007301 257-8930 大企業府外 （支店長 近藤征博）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691番地 代表取締役 中尾慎太郎
株式会社パソナ0000010469 050-3816-9933 大企業府外 （常務執行役員ｴｷｽﾊﾟｰﾄ・BPO事業本）

パソナ・パナソニックビジネスサ 大阪府大阪市中央区北浜東4番33号 北浜ネクスビル 代表取締役社長 佐野克也
0000023691 06-6910-1380 中小企業府外ービス株式会社

東京都千代田区大手町2-6-2 代表取締役 長畑久美子
株式会社パソナフォスター0000022684 03-6734-1280 中小企業府外

東京都豊島区巣鴨 ２丁目6番1号 代表取締役 小林一志
株式会社パティネレジャー0000019933 03-3915-9111 中小企業府外
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東京都港区南青山二丁目4-17 青山ビル４階 代表取締役 壱岐空美子
株式会社パトス0000022281 03-5474-2810 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区上鳥羽北花名町34番地 代表取締役 品田正弘
パナソニック株式会社0000005248 661-0551 大企業府外

（所長 橋本文隆）

パナソニックコンシューマーマー （東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 ツイン２１ 代表取締役 宮地晋治
0000019786 06-4794-7002 大企業府外 （支社長 中島慎吾）ケティング株式会社

千葉県千葉市中央区中央三丁目5番1号 代表取締役 八木敏之
パワーネクスト株式会社0000023110 0479-85-7678 中小企業府外

大阪府門真市殿島町6番1号 代表取締役 藤井俊成
株式会社東テスティパル0000010477 06-6909-8181 中小企業府外

（山形県）大阪府大阪市淀川区西中島7-1-3-312 代表取締役 尾形利美
東日本漏水調査株式会社0000015382 06-6307-0833 中小企業府外 （支店長 中野敏男）

株式会社日立インダストリアルプ （東京都）大阪府大阪市 北区中之島 ２丁目3番18号 代表取締役 小林圭三
0000021828 06-6202-1703 大企業府外

（支店長 有瀧智之）ロダクツ

（東京都）大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号 代表取締役 山田直明
株式会社日立建設設計0000007774 06-6228-3011 中小企業府外

（支社長 河崎敬三）

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 執行役社長 小島啓二
株式会社日立製作所0000005231 223-5611 大企業府外 （支店長 岸田聡）

大阪府大阪市 住之江区南港北 １丁目7番89号 取締役社長 三野禎男
日立造船株式会社0000005781 06-6569-0001 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区本町一丁目8番12号 代表取締役 中尾剛
株式会社日立プラントメカニクス0000017539 06-6271-1720 大企業府外 （支店長 毛利彰宏）

（神奈川県）大阪府大阪市此花区西九条５丁目3番28号 取締役社長 中川正善
Ｈｉｔｚ環境サービス株式会社0000013692 06-6468-7301 中小企業府外 （支社長 夏秋祐一）

東京都新宿区西新宿７丁目5番25号 代表取締役 川上輝之
ヒューマンアカデミー株式会社0000019887 03-6846-8001 中小企業府外

大阪府大阪市中央区南船場4-11-17 船場MKビル５F 代表取締役 森敦志
株式会社ヒューマンアソシエイト0000023162 06-6226-7105 中小企業府外

株式会社ヒューマン＆アソシエイ （福岡県）大阪府大阪市天王寺区東高津町11番9号 サムティ上本町ビル１０階 代表取締役 生島秀一
0000023148 06-6710-4137 中小企業府外 （支店長 レイケンロバート）ツ

ヒューマングローバルコミュニケ 東京都新宿区高田馬場４丁目4番2号 代表取締役 服部孝大
0000023232 03-5386-9420 中小企業府外ーションズ株式会社

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地 代表取締役 村田弘司
株式会社日吉0000008351 0748-32-5111 中小企業府外

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

京都府京田辺市大住丸山39-5 代表取締役 田中宏明
株式会社宏保険事務所0000022262 0774-64-2777 中小企業市外

東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 代表取締役 森本宏一
ビーウィズ株式会社0000016646 03-5908-3155 大企業府外
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（東京都）京都府京都市南区唐橋西平垣町39-1 丸福ビル 代表取締役 近藤健介
株式会社ビー・エム・エル0000008389 662-3888 大企業府外

（所長 江見考史）

千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1 ワールドビジネスガーデンマリブウエスト２４階 代表取締役 増田典久
株式会社ビーガル0000023116 043-239-7450 中小企業府外

岐阜県岐阜市加納栄町通七丁目30番地 代表取締役 久保正美
ビーム計画設計株式会社0000014945 058-271-9111 中小企業府外

大阪府大阪市北区梅田２丁目2-22 ﾊｰﾋﾞｽＥＮＴｵﾌｨｽﾀﾜｰ11Ｆ 代表取締役 木村敦志
株式会社ビジネスサポート0000021598 06-4799-3840 中小企業府外

株式会社ビジョン・コンサルティ （東京都）東京都新宿区四谷4-3-1 ワールド四谷ビル4階 代表取締役 佐藤大介
0000022886 080-4896-5876 中小企業府外 （営業部マネージャー 鎌田翔）ング

東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号 代表取締役 南壮一郎
株式会社ビズリーチ0000021635 03-6450-6505 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市 西区新町1-32-11 なにわ筋ファーストビル 代表取締役 原田篤
株式会社ビッツ0000013993 06-6533-5990 中小企業府外

（関西事業所長 高橋理）

滋賀県大津市神領 ３丁目20番18号 代表取締役社長 西谷輝彦
有限会社ビデオクリエート0000018713 077-544-3366 中小企業府外

大阪府吹田市山田西2丁目8番 A8-116号 代表取締役 今西隆太郎
有限会社ビデオクリエイト0000018934 06-6878-3661 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3-1 代表取締役社長 平岡昭良
ＢＩＰＲＯＧＹ株式会社0000005180 06-7178-0137 大企業府外 （業務執行役員支社長 竹内裕司）

東京都豊島区目白2丁目16番19号 代表取締役 田中一夫
株式会社病院システム0000012700 03-5396-3921 中小企業府外

株式会社ピーエス・ユー選挙設備 兵庫県神戸市兵庫区上沢通7丁目2-5 代表取締役 黒田謙志
0000015994 078-511-3816 中小企業府外センター

ピースミール・テクノロジー株式 東京都中央区晴海一丁目8番10号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーＸ棟 代表取締役 林直樹
0000022910 03-6220-1471 中小企業府外会社

東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング 代表執行役 吉田あかね
PwCアドバイザリー合同会社0000015991 03-6212-6880 大企業府外

東京都新宿区新宿１丁目23番1号 代表取締役 籠屋健
株式会社PTP0000022265 03-5465-1626 中小企業府外

大阪府大阪市中央区本町橋1番30号 代表取締役社長 比那勝郎
株式会社ピエラス0000023190 06-6946-7272 中小企業府外

東京都中央区日本橋室町 １丁目6番3号 代表取締役 高岡謙二
株式会社ＰＩＪＩＮ0000020181 03-4531-9690 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区安土町２丁目3-13 大阪国際ビルディング14階 代表取締役社長 ベンハー・メスフィン
ピツニーボウズジャパン株式会社0000009834 06-6264-2500 大企業府外 （大阪支店長 西岡伸晃）

東京都千代田区神田鍛冶町三丁目4番地 代表取締役社長 宮本康広
株式会社ファイブドライブ0000018724 03-5577-5030 中小企業府外

京都府宇治市大久保町旦椋94-1 代表取締役 藤原和也
株式会社ファイン0000019204 0774-66-2201 中小企業市外
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（大阪府）京都府京都市中京区麩屋町通丸太町下る舟屋町424 代表取締役 平松圭一
株式会社ファノバ0000007350 255-5105 中小企業府外

（所長 尾山浩司）

株式会社フィフティ・ヴィジョナ 千葉県千葉市中央区浜野町1216-64 代表取締役 伍正仁
0000022881 043-305-1865 中小企業府外リー

東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティＡ棟21階 代表取締役副社長 武井千雅子
株式会社フォーラムエイト0000020724 03-6894-1888 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区堂島2-2-2 近鉄堂島ビル17階 代表取締役 松本達也
株式会社フォーラムジャパン0000022242 06-6454-2122 中小企業府外 （支店長 野崎祐子）

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

（福井県）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6F 代表取締役 杉田直
福井コンピュータ株式会社0000015993 0570-039-291 中小企業府外 （所長 平林恒治）

（福岡県）福岡県久留米市宮ノ陣町 若松字粟ノ瀬1番地7 代表取締役社長 福田寛一
福岡酸素株式会社0000012025 0942-38-0105 大企業府外

（部長 立川裕康）

滋賀県大津市浜大津３丁目１０‐３ ハイツ浜大津２０１号 代表社員 沢田知也
合同会社ふくろう0000022869 077-511-9296 中小企業府外

株式会社フジアビエーションシス 静岡県静岡市葵区栄町１番地の３ 代表取締役 米原愼一
0000023440 054-653-4800 中小企業府外テムズ

滋賀県大津市苗鹿１丁目1-17 代表取締役 藤田好紀
フジカ株式会社0000018182 077-548-8191 中小企業府外

東京都港区新橋五丁目32番7号 代表取締役 中村勝彦
富士産業株式会社0000014550 03-5400-6111 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原４丁目1-45 新大阪八千代ビル９Ｆ 代表取締役 久田和紀
フジ産業株式会社0000015271 06-6151-3261 中小企業府外 （支店長 峠精和）

富士ソフトサービスビューロ株式 東京都墨田区江東橋二丁目19番7号 代表取締役 佐藤諭
0000016733 03-5600-1731 大企業府外会社

（東京都）大阪府大阪市 中央区城見 ２丁目1番61号 代表取締役社長 大森康文
富士通エフ・オー・エム株式会社0000009838 06-6945-4520 中小企業府外

（関西営業部長 矢野貴士）

（東京都）京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1 京都フコク生命四条柳馬場 代表取締役社長 砂田敬之
富士通Ｊａｐａｎ株式会社0000001101 252-9780 大企業府外 ビル （支社長 永留博愛）

東京都大田区新蒲田一丁目17番25号 代表取締役 石塚康成
株式会社富士通総研0000009619 03-6424-6752 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3番1号 代表取締役 近藤史郎
富士電機株式会社0000005858 06-7166-7300 大企業府外 （支社長 前田一樹）

富士電機ＩＴソリューション株式 （東京都）京都府京都市中京区室町御池下ル円福寺町342-1 代表取締役社長 及川弘
0000008438 256-7160 大企業府外 （支店長 田丸哲也）会社

大阪府富田林市山中田町一丁目11番8号 代表取締役 藤野正勝
藤野興業株式会社0000006878 0721-24-0118 中小企業府外

（滋賀県）滋賀県大津市京町３丁目4-12 代表取締役 藤野滋
藤野商事株式会社0000021564 077-535-9123 中小企業府外 （支店長 吉野隆文）
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富士フイルムイメージングシステ 東京都品川区西五反田 ３丁目6番30号 代表取締役 松本考司
0000019511 03-5745-2261 中小企業府外ムズ株式会社

富士フイルムシステムサービス株 （東京都）大阪府大阪市西区土佐堀2丁目2番17号 代表取締役 井上あまね
0000008770 06-6225-0390 中小企業府外

（支店長 足立孝之）式会社

富士フイルムビジネスイノベーシ （東京都）京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85番地1 代表取締役 真茅久則
0000013198 06-6221-7035 大企業府外 （所長 渡辺正隆）ョン株式会社

（愛知県）兵庫県神戸市中央区京町74 京町74番ﾋﾞﾙ9Ｆ 代表取締役社長 渡邉英治
株式会社フューチャーイン0000009071 078-325-8415 大企業府外 （支店長 馬渕祐一）

東京都品川区東品川 三丁目6番5号 代表取締役 小室正則
株式会社Ｖ-Ｐｏｗｅｒ0000019720 03-3458-4745 中小企業府外

東京都新宿区新宿４丁目3番17号 代表取締役社長 吉川健一
株式会社ＢＲＩＣＫ’ｓ0000018742 03-5366-6018 中小企業府外

東京都千代田区外神田１丁目18番13号 秋葉原ダイビル9階 代表取締役 浦上壮平
ブルードットグリーン株式会社0000022681 03-6853-9418 中小企業府外

東京都千代田区神田錦町三丁目20番地 代表取締役 松岡真功
株式会社Ｂｌｕｅ Ｍｅｍｅ0000019273 03-6712-8196 中小企業府外

大阪府大阪市西区京町堀一丁目6番2号 肥後橋ルーセントビル4階 代表取締役 新谷聡美
株式会社ブレインファーム0000021576 06-6441-2211 中小企業府外

（兵庫県）東京都品川区西五反田 ６丁目2番7号 ウエストサイド五反田ビル３F 代表取締役 近藤昇
株式会社ブレインワークス0000013981 03-5759-5133 中小企業府外 （取締役営業事業部長 大西信次）

東京都渋谷区神泉町8番16号 代表取締役 小原孝徳
株式会社プラスアルファ0000023590 03-5728-5500 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市西区靱本町１丁目14番15号 代表取締役社長 杉尾大地
株式会社プレック研究所0000007443 06-6445-5900 中小企業府外 （大阪事務所長 佐々木雅子）

プレンティグローバルリンクス株 京都府向日市上植野町伴田10番地 代表取締役 田中隆行
0000022654 924-4308 中小企業市外式会社

株式会社プロスパー・コーポレー 大阪府大阪市北区西天満5丁目13番3号 高橋ビル北3号館3F 代表取締役社長 久保明彦
0000014557 06-6366-0033 中小企業府外ション

東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル501号室 代表取締役 前川英麿
プロトスター株式会社0000023201 03-4500-2144 中小企業府外

株式会社プロフェッショナルトレ 兵庫県西宮市二見町2-18-201 代表取締役 西岡宗徳
0000019281 0798-66-5080 中小企業府外ーナーズチーム

東京都港区芝公園一丁目1番1号 住友不動産御成門タワー7階 代表取締役 佐谷進
株式会社プロレド・パートナーズ0000023543 03-6435-6581 大企業府外

東京都渋谷区恵比寿西一丁目25番10号 代官山ドエル３０２ 代表取締役 阿部達也
株式会社ヘルステック研究所0000023185 075-600-2323 中小企業府外

東京都渋谷区南平台町16番28号 代表取締役 小椋一宏
ＨＥＮＮＧＥ株式会社0000021345 03-6697-4645 中小企業府外

株式会社ベネッセコーポレーショ （岡山県）東京都新宿区西新宿２丁目1番1号 新宿三井ビルディング 代表取締役 小林仁
0000010049 042-356-0127 大企業府外 （部長 小柳博崇）ン

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0025 その他（上記以外）
0001 その他（上記以外）

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

東京都千代田区大手町二丁目6番2号 代表取締役社長 白石徳生
株式会社ベネフィット・ワン0000014136 03-6870-3800 大企業府外

東京都渋谷区代々木1-38-2ミヤタビルディング10F 代表取締役 安田啓司
株式会社ベビーカレンダー0000020738 03-6631-3600 中小企業府外

東京都港区虎ノ門四丁目1番1号 代表取締役 野田俊介
株式会社ベルシステム２４0000015376 03-6843-0024 大企業府外

（東京都）京都府城陽市寺田南堤下8-1 代表取締役社長 土屋明秀
ベルテクス株式会社0000004300 0774-52-3389 中小企業府外 （所長 土田典幸）

ＰｅｓｔａｌｏｚｚｉＴｅｃｈｎ 東京都新宿区西早稲田１丁目２２‐３ 代表取締役 井上友綱
0000022870 080-4344-0016 中小企業府外ｏｌｏｇｙ株式会社

（岐阜県）京都府京都市伏見区深草西浦町1丁目18番地 代表取締役 渡辺勉
株式会社保安企画0000016571 647-3400 中小企業府外 （支店長 粟林清一）

大阪府枚方市春日西町二丁目２７番２８号 代表取締役 野々宮英一郎
豊栄産業株式会社0000023371 072-859-3906 中小企業府外

大阪府枚方市中宮大池３丁目9番1号 代表取締役 鳳山成志
株式会社鳳栄商会0000021338 072-890-1771 中小企業府外

大阪府大阪市北区天神西町８番１９号 代表取締役 初田俊哉
株式会社法研関西0000018209 06-6364-1884 中小企業府外

（京都府）京都府宇治市槇島町南落合76番地 プレシャス参番館３Ｆ 取締役 本井克典
有限会社ホケン0000021590 0774-28-6325 中小企業市外 （取締役 田中康三）

京都府久世郡久御山町市田新珠城210-3 代表取締役 中本学
有限会社ほけん工房0000022290 0774-48-4550 中小企業市外

東京都台東区北上野2丁目28番2号 プリムラ・ハセビル 代表取締役 小林秀一
株式会社保健福祉ネットワーク0000023690 03-5806-3553 中小企業府外

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外

大阪府堺市西区浜寺石津町東三丁五番二十三号 代表取締役 堀畑益敏
堀富商工株式会社0000023641 072-241-3821 中小企業府外

東京都新宿区新宿一丁目36番14号 代表取締役 松浦達博
株式会社ホロニック0000022587 03-5361-8741 大企業府外

新潟県燕市吉田法花堂1949番地1 代表取締役 本間正隆
株式会社本宏製作所0000021946 0256-93-7043 中小企業府外

埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目16番地１ ＡＣＲＯＳＳ8階 代表取締役 安井康真
株式会社ボーダーリンク0000016707 048-631-0230 中小企業府外

東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 代表取締役 宮本大樹
母子モ株式会社0000023400 03-5333-6025 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区塚本2-4-1 代表取締役 後藤麻利子
株式会社ポータ工業0000022348 06-6838-5005 中小企業府外 （支店長 宮前雄一）

兵庫県神戸市 中央区磯上通 ７丁目1番30号 代表取締役 長谷一俊
ポートスタッフ株式会社0000018735 078-230-8890 中小企業府外
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愛知県名古屋市千種区今池一丁目5番9号 代表取締役 橘鉄平
ポールトゥウィン株式会社0000019251 052-307-5881 中小企業府外

東京都台東区上野七丁目4番9号 代表取締役 土橋匡
株式会社ポリグロットリンク0000022007 03-6850-5933 中小企業府外

大阪府八尾市緑ヶ丘4丁目49番地 代表取締役 前田明
ポンプ技研株式会社0000004266 0774-24-1162 中小企業府外

東京都豊島区南大塚三丁目30番4号 ウィステリア南大塚ビル 代表取締役 牧田亮
株式会社マーケティングセンター0000021796 03-5391-2500 中小企業府外

奈良県奈良市四条大路二丁目2番12号 代表取締役 清岡義教
マーシュ総研株式会社0000017225 0742-33-2377 中小企業府外

東京都文京区本郷三丁目14番11号 代表取締役 笠原大介
マースジャパン株式会社0000022615 03-5800-5355 中小企業府外

大阪府東大阪市長田２丁目10番14号 代表取締役 浅野行弘
株式会社マイウォール0000016026 06-6618-3881 中小企業府外

福岡県福岡市 南区玉川町9番12号 代表取締役 鹿野範昭
マイタウンサービス株式会社0000018991 092-408-5641 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10 京都ダイヤビル7F 代表取締役 土屋芳明
株式会社マイナビ0000022855 212-8321 大企業府外 （支社長 中尾哲弥）

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町8 京都三井ビルディング4F 代表取締役社長 滝口裕之
株式会社マイナビワークス0000015350 212-8325 大企業府外 （支社長 大嶋文生）

（大阪府）京都府京都市南区上鳥羽堀子町33 代表取締役社長 前川貴洋
前川株式会社0000008577 075-672-0864 大企業府外 （営業統括責任者 前川貴洋）

京都府宇治市広野町 新成田100-49 前田清美津
マエダリメインズ0000018202 0774-45-0690 中小企業市外

大阪府大阪市 北区天神橋 １丁目1番1号 中塚ビル４Ｆ 代表取締役 山本一馬
街角企画株式会社0000012680 06-6358-0712 中小企業府外

東京都渋谷区代々木二丁目２番１号 代表取締役社長 小関剛史
株式会社マックスコム0000018206 03-6870-5800 大企業府外

三重県松阪市石津町字地蔵裏353番地1 代表取締役 宮原義隆
株式会社松阪電子計算センター0000021581 0598-51-3515 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区天満２丁目12番16号 代表取締役 松村秀一
株式会社松村電機製作所0000000373 06-6352-0245 中小企業府外 （支店長 冨山博司）

（徳島県）京都府木津川市木津川原田63番地15 代表取締役 松本祐一
株式会社松本コンサルタント0000013879 0774-34-4235 中小企業府外 （所長 松本光男）

兵庫県神戸市長田区御屋敷通５丁目1番16号 代表取締役 松田幸治
株式会社マニックス0000015296 078-691-0404 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南本町1-7-15 明治安田生命堺筋本町ビル 代表取締役 馬渕祥正
株式会社馬渕商事0000012695 06-6262-1133 中小企業府外 （支店長 吉松康成）

（愛知県）京都府京都市中京区壬生坊城町33番地 代表取締役 大橋利浩
丸石テクノ株式会社0000010511 812-1199 中小企業府外 （営業所長 中江幸弘）
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大阪府大阪市中央区谷町5丁目3番17号 取締役社長 島岡秀和
株式会社丸島アクアシステム0000005148 06-6766-3300 中小企業府外

岐阜県大垣市荒尾町674番地 代表取締役 堤俊彦
丸硝株式会社0000014071 0584-91-4756 中小企業府外

（東京都）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46番地の1 代表取締役 矢野正也
丸善雄松堂株式会社0000008771 863-5321 大企業府外 （支店長 廣谷紀暁）

大阪府大阪市 平野区平野馬場 １丁目17番15号 代表取締役 服部太郎
株式会社マルタマフーズ0000010224 06-6796-1803 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区加島３丁目１６番１２７号 代表取締役 中村一成
丸中工業株式会社0000014051 06-6301-3604 中小企業府外

東京都千代田区大手町一丁目4番2号 代表取締役 須田彰
丸紅新電力株式会社0000016023 03-3282-4788 中小企業府外

滋賀県大津市京町４丁目5番23号 代表取締役 宇野晴久
株式会社マンアップ0000010516 077-524-9220 中小企業府外

大阪府大阪市西区江戸堀１丁目9番16号2階 代表取締役 三村恵三
株式会社ミーティング0000022238 06-6485-7330 中小企業府外

三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地 代表取締役 平井俊文
三重中央開発株式会社0000009076 0595-20-1119 大企業府外

大阪府大阪市北区堂島浜１丁目4番16号 アクア堂島ＮＢＦタワー17階 代表取締役 柾木隆弘
ミザック株式会社0000015211 06-6344-2700 中小企業府外

大阪府大阪市北区南森町１丁目4番10号 代表取締役 川崎肇
株式会社水処理管理センター0000005984 06-6362-9106 中小企業府外

大阪府大阪市住之江区南港北１丁目12-35 代表取締役 篠村嘉将
ミズノスポーツサービス株式会社0000019976 06-6614-8136 中小企業府外

みずほリサーチ＆テクノロジーズ 東京都千代田区神田錦町二丁目3番地 代表取締役社長 吉原昌利
0000009066 03-5281-7500 大企業府外株式会社

大阪府大阪市城東区野江１丁目16番4号 代表取締役 藤原信治
水三島紙工株式会社0000020223 06-6932-1261 中小企業府外

広島県広島市中区小町1番25号 代表取締役社長 三島浩二
株式会社水みらい広島0000022297 082-258-1315 中小企業府外

千葉県市川市八幡三丁目27番20号 代表取締役 溝口文穂
株式会社みぞぐち商会0000022295 047-325-8111 中小企業府外

福井県坂井市丸岡町 熊堂第3号7番地1-13 代表取締役社長 後淳也
三谷コンピュータ株式会社0000017365 0776-67-8005 中小企業府外

（千葉県）大阪府大阪市淀川区西中島1丁目11番16号 代表取締役社長 森重利文
三井Ｅ＆Ｓシステム技研株式会社0000008727 06-6886-0288 大企業府外 （営業本部西日本営業統括部第一営業部長 森）

三井共同建設コンサルタント株式 （東京都）京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535番地 代表取締役社長 中野宇助
0000007426 253-6471 大企業府外 （所長 眞鍋岳志）会社

（東京都）京都府京都市下京区綾小路通烏丸東入竹屋之町266 代表取締役 原典之
三井住友海上火災保険株式会社0000016019 343-6101 大企業府外 （理事 京都支店長 桑田周一）
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株式会社三井住友トラスト基礎研 東京都港区芝3丁目33番1号 三井住友信託銀行芝ビル11階 代表取締役 百瀬義徳
0000023412 03-5427-3350 中小企業府外究所

ミツウロコグリーンエネルギー株 東京都中央区日本橋二丁目11番2号 代表取締役社長 二見敦
0000018191 03-6758-6311 大企業府外式会社

東京都港区芝４丁目13-3 PMO田町東10F 代表取締役 大隈太嘉志
株式会社みつばコミュニティ0000023134 03-3457-1101 中小企業府外

（神奈川県）大阪府大阪市中央区今橋2丁目5番8号 代表取締役 中井真治
三菱化工機アドバンス株式会社0000006634 06-6227-1660 大企業府外 （支店長 日下部欣哉）

三菱重工環境・化学エンジニアリ （神奈川県）大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番20号 三菱重工大阪ビル 代表取締役社長 菱沼 隆之
0000004406 06-6446-4080 大企業府外 （支店長 小島克友）ング株式会社

東京都千代田区永田町二丁目10番3号 代表取締役社長 籔田健二
株式会社三菱総合研究所0000000044 03-6705-6003 大企業府外

（東京都）京都府京都市下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町608-9 代表執行役 漆間啓
三菱電機株式会社0000005048 361-2198 大企業府外

（支店長 公文龍男）

三菱電機ITソリューションズ株式 （東京都）大阪府大阪市北区中之島６丁目2-40 取締役社長 山本徹雄
0000022922 06-6447-1889 大企業府外

（システム営業第三部部長 茶谷元）会社

東京都文京区本郷三丁目33番5号 代表取締役社長 石塚啓
三菱ＵＦＪニコス株式会社0000012708 06-6203-5415 大企業府外

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルテ （東京都）大阪府大阪市北区梅田２丁目5番25号 代表取締役 池田雅一
0000000536 06-7637-1500 大企業府外 （取締役専務執行役員 金谷卓実）ィング株式会社

大阪府大阪市中央区難波二丁目2番3号 代表取締役社長 石原浩一郎
ミディ総合管理株式会社0000011752 06-7633-8300 大企業府外

東京都港区西新橋二丁目2番2号 代表取締役 井上大輔
株式会社港公会計0000021618 03-6452-9079 中小企業府外

大阪府河内長野市河合寺423番1 理事長 大西豊美
社会福祉法人みなと寮0000020463 0721-62-3700 中小企業府外

（石川県）大阪府大阪市西淀川区中島２丁目12番45 代表取締役 岡村昇
ミナミ金属株式会社0000021774 06-6472-0111 中小企業府外

（センター長 中野健太郎）

東京都千代田区神田駿河台四丁目1番2号 ステラ御茶ノ水ビル8Ｆ 代表取締役 谷川一也
株式会社ミラボ0000023619 03-6821-8600 中小企業府外

兵庫県神戸市東灘区甲南町4丁目4番7号 代表取締役 前田耕佐
株式会社ミングアップ0000023420 632-8626 中小企業府外

株式会社ムービーマネジメントカ 東京都渋谷区恵比寿南１丁目1番10号 サウスコラム小林ビル８Ｆ 代表取締役 福山裕文
0000016674 03-5768-0821 中小企業府外ンパニー

静岡県藤枝市岡部町岡部1826番1 代表取締役 向田博
株式会社向田工業所0000014599 054-667-7000 中小企業府外

大阪府東大阪市長田中３丁目6番1号 代表取締役 廻真一郎
ムサシ・アイ・テクノ株式会社0000000600 06-6744-6311 中小企業府外

愛媛県松山市本町1丁目2番地1 代表取締役 清水完二
村上産業株式会社0000019573 089-947-3111 中小企業府外
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（愛知県）大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル9階 代表取締役 日比野博
名鉄都市開発株式会社0000020836 06-6136-8211 大企業府外

（執行役員分譲事業本部関西事業部長門井英利）

（東京都）兵庫県尼崎市西長洲町 １丁目1番1号 取締役社長 栗原克己
株式会社明電エンジニアリング0000018766 06-6487-4953 大企業府外

（取締役支社長 原正紀）

（東京都）大阪府大阪市中央区瓦町４丁目2番14号 執行役員社長 三井田健
株式会社明電舎0000005057 06-6203-6390 大企業府外 （執行役員支社長 松下法隆）

奈良県桜井市大字吉備452番地7 代表取締役社長 清水克能
名阪食品株式会社0000010526 0744-43-8103 中小企業府外

愛知県名古屋市中区松原二丁目2番33号 代表取締役 小池武史
株式会社名豊0000014705 052-322-0071 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル 代表取締役 石川俊之
メタウォーターサービス株式会社0000005092 06-7709-9512 大企業府外 （部長 鬼頭伸郎）

大阪府堺市 中区土師町 ４丁5番17号 代表取締役 時任美幸
株式会社メット0000019953 072-270-0169 中小企業府外

メディアインターナショナル株式 福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目1-33 はかた近代ビル２F 代表取締役 江口揚
0000020786 092-474-1598 中小企業府外会社

東京都千代田区神田猿楽町 １丁目5-18 代表取締役 森山典明
株式会社メディカルトラスト0000019939 03-5280-9600 中小企業府外

東京都江東区亀戸６丁目53番9号 代表取締役 國本俊志
株式会社メディカルランド0000019930 03-5875-4328 中小企業府外

福岡県福岡市中央区那の津４丁目３番４号 代表取締役 河合潤
株式会社メディコネ0000023401 092-714-3511 中小企業府外

大阪府大阪市中央区大手通一丁目3番5号 代表取締役 中隆廣
株式会社メディテクノサービス0000021627 06-6944-5997 中小企業府外

東京都港区赤坂六丁目14番2号 赤坂倉橋ビル3階 代表取締役 澤田真弓
メディフォン株式会社0000023606 03-6426-5451 中小企業府外

大阪府大阪市 中央区徳井町 ２丁目4番14号 代表取締役 小島啓太
株式会社メディブレーン0000012696 06-6946-1128 中小企業府外

東京都千代田区神田錦町二丁目5番地9 代表取締役 小松直美
メビレーション株式会社0000021976 03-5282-3908 中小企業府外

東京都港区赤坂２丁目23番1号 代表取締役 長江孝之
株式会社メフォス0000017420 03-6234-7600 大企業府外

茨城県つくば市梅園2-17-4 代表取締役 光畑由佳
有限会社モーハウス0000023199 029-851-7373 中小企業府外

滋賀県大津市今堅田一丁目2番20号 代表取締役 仲野薫
株式会社杢兵衛造船所0000015320 077-572-2101 中小企業府外

東京都羽村市小作台 １丁目4番地21 ＫＴＤキョーワビル小作台 代表取締役 大場龍夫
株式会社森のエネルギー研究所0000018229 042-578-5130 中小企業府外

大阪府大阪市天王寺区上本町８丁目2番1号 代表取締役 中村武志
株式会社モンド企画0000022228 06-6775-7888 中小企業府外
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滋賀県高島市今津町 弘川273-10 代表取締役 八坂肇
株式会社ヤサカ0000017439 0740-22-2751 中小企業府外

大阪府大阪市中央区島町二丁目4番7号 代表取締役社長 佐野吉彦
株式会社安井建築設計事務所0000000646 06-6943-1371 中小企業府外

大阪府大阪市西区靱本町２丁目4番8号 代表取締役 山脇雅則
株式会社ヤマイチテクノ0000014016 06-6448-0606 中小企業府外

大阪府大阪市 平野区喜連 １丁目9番35号 代表取締役 葛川善久
株式会社山久0000019294 06-6707-6011 中小企業府外

京都府宇治市木幡南山12番地139 代表取締役 石山淳
やましろ文化財株式会社0000020233 0774-27-5520 中小企業市外

（東京都）東京都中央区晴海一丁目8-11 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワ 代表取締役社長 栗丸信昭
ヤマトシステム開発株式会社0000022612 03-6333-0120 大企業府外 ーY棟 （取締役常務執行役員 稲葉裕）

（東京都）大阪府大阪市中央区道修町１丁目7番1号 代表取締役 津田健司
株式会社大和速記情報センター0000000238 06-6222-1210 中小企業府外

（関西営業所長 菊池修一）

大阪府豊中市庄内西町5丁目1番76号 代表取締役 林圭祐
株式会社ヤマネ0000000343 06-6332-0157 中小企業府外

（静岡県）滋賀県大津市下阪本 ５丁目2番2号 代表取締役 上谷憲政
ヤマハマリーナ株式会社0000010143 077-578-2350 中小企業府外 （所長 渋谷敏郎）

（静岡県）兵庫県神戸市 灘区千旦通 ２丁目5-11 代表取締役 山本文洋
株式会社ヤマモト0000017246 078-414-8460 中小企業府外 （支店長 平山東海）

京都府城陽市富野 高井60-90 山本 明夫
山本電気設備管理事務所0000019499 0774-52-7356 中小企業市外

（東京都）京都府京都市南区西九条蔵王町53-1-505 代表取締役 西村志郎
株式会社ＵＲリンケージ0000008069 075-671-8882 大企業府外 （所長 伊飼通明）

静岡県浜松市南区西島町1622番地 代表取締役 藤田徹
ユーロフィン日本総研株式会社0000020263 053-425-7531 中小企業府外

岐阜県安八郡安八町東結字柳田544の1 代表取締役 森康成
株式会社ユイテック0000020477 0584-47-8180 中小企業府外

（滋賀県）京都府京都市 上京区主税町1101番地 北村ビル1F 代表取締役 川口行雄
株式会社虹映社0000018146 813-7077 中小企業府外 （京都支店長 川口義夫）

大阪府八尾市福栄町二丁目33番地 代表取締役 岡本隆志
友交産業株式会社0000021817 072-998-7000 中小企業府外

（北海道）東京都台東区台東１丁目27番11号 代表取締役社長 笠松宏一
雪印種苗株式会社0000018957 03-5817-8931 大企業府外 （東京事業所長 鈴木謙治）

宮城県仙台市青葉区大町一丁目3番2号 代表理事 鈴木仁
一般社団法人ユニ・デ・グラン0000022276 022-266-6866 中小企業府外

東京都渋谷区代々木二丁目2番1号 代表取締役 清水亘
ユミルリンク株式会社0000020757 03-6820-0088 中小企業府外

大阪府松原市小川5丁目27番34号 代表取締役 金井豊季
株式会社夢工房0000023657 072-330-9327 中小企業府外
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大阪府大阪市鶴見区横堤１丁目12番13-207号 所長 横田慎一
横田慎一公認会計士事務所0000022589 090-9549-4241 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西中島四丁目2番21号 代表取締役 横手政英
横手産業株式会社0000005050 06-6308-7493 中小企業府外

（神奈川県）大阪府吹田市南金田2-8-4 代表取締役 比嘉賢太郎
横浜金属商事株式会社0000019847 06-6155-8340 中小企業府外 （取締役 鈴木大輔）

大阪府大阪市中央区難波千日前11番6号 代表取締役社長 岡本昭彦
吉本興業株式会社0000022581 06-6643-1122 中小企業府外

兵庫県神戸市西区見津が丘１丁目3-1 代表取締役 米田稔
米田工機株式会社0000016647 078-994-2900 中小企業府外

東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウェスト 代表取締役 岡本拓岳
ライクキッズ株式会社0000018807 03-6431-9769 大企業府外

東京都中央区日本橋3-9-1 日本橋三丁目スクエア12階 代表社員 田中泰雄
弁護士法人ライズ綜合法律事務所0000023559 03-6630-7900 中小企業府外

東京都千代田区飯田橋２丁目1番4号 日東九段ビル6F 代表取締役 戸田その子
株式会社ライズファクトリー0000013687 03-3288-0099 中小企業府外

株式会社ライティング・プランナ 東京都中央区佃一丁目11番8号 代表取締役 面出薫
0000021056 03-4500-6380 中小企業府外ーズ・アソシエーツ

（長崎県）大阪府泉佐野市羽倉崎２丁目1-33-603 代表取締役 古賀一典
株式会社ライフライン0000016738 072-490-3533 大企業府外 （営業所長 政木章三）

株式会社ラヴェリオリンクスタッ 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目13番22号 大拓ビル17 ５Ｆ 代表取締役 稲野和之
0000023170 06-6838-7060 中小企業府外フ

東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス 代表取締役社長 田村篤司
楽天インサイト株式会社0000021332 050-5817-3301 中小企業府外

東京都世田谷区玉川１丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス 代表取締役社長 矢澤俊介
楽天モバイル株式会社0000023219 050-5502-1064 大企業府外

京都府宇治市莵道田中34番地の5 代表取締役 堀誠典
株式会社洛南エンジニアリング0000004256 0774-22-6357 中小企業市外

大阪府大阪市中央区平野町3-3-10 浅野ビル4階 代表取締役 上谷信幸
株式会社ラプレ0000022638 06-6233-8777 中小企業府外

大阪府大阪市東成区中本一丁目9番21-701号 代表社員 小野和則
合同会社リアルマーグ0000022525 06-6616-9118 中小企業府外

東京都豊島区東池袋四丁目21番1号 代表取締役 青木博幸
リエスパワーネクスト株式会社0000022633 03-5960-8130 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区曾根崎２丁目8番5号 代表取締役 天野智
株式会社リクチ漏水調査0000013985 06-4397-4160 中小企業府外 （支店長 前田伸一）

東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 代表取締役社長 北村吉弘
株式会社リクルート0000022660 03-6835-3000 大企業府外

東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 代表取締役社長 佐藤学
株式会社リクルートキャリア0000018236 03-3211-7777 大企業府外
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株式会社リクルートマネジメント 東京都港区芝浦３丁目16番16号 住友不動産田町ビル東館 代表取締役社長 山崎淳
0000021055 03-6331-6000 大企業府外ソリューションズ

株式会社リクルートライフスタイ 東京都千代田区丸の内 １丁目9番2号 代表取締役社長 淺野健
0000017335 03-6835-1000 大企業府外ル

株式会社リサーチアンドソリュー （福岡県）大阪府大阪市西区江戸堀一丁目10-8 パシフィックマークス肥後橋 代表取締役 清見光生
0000023127 06-6479-0677 中小企業府外 （営業所長 坂本崇）ション

福岡県古賀市日吉二丁目16番7号 代表取締役 林正悟
株式会社リックサポート0000023552 092-944-6161 中小企業府外

三重県伊勢市楠部町乙135番地 代表取締役 荒井宏幸
株式会社リブネット0000012794 0596-25-7903 中小企業府外

大阪府茨木市若草町9番1号 代表取締役 栗田勉
有限会社リブレボーティング0000010595 072-624-9344 中小企業府外

神奈川県厚木市寿町一丁目4番3-2号 代表取締役 村上充
株式会社流通研究所0000022842 046-295-0831 中小企業府外

岡山県岡山市南区豊成二丁目7番16号 代表取締役 松田敏之
株式会社両備システムズ0000015410 086-264-0113 中小企業府外

（東京都）大阪府豊中市南桜塚２丁目6番30号 代表取締役 長谷研次
株式会社緑生研究所0000020428 06-6840-7727 中小企業府外 （支所長 中原ゆうじ）

りらいあコミュニケーションズ株 東京都渋谷区代々木二丁目6番5号 代表取締役 網野孝
0000016029 03-5351-7200 大企業府外式会社

東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー 代表取締役社長 横山丈二
株式会社リンクアカデミー0000022874 03-6853-8066 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区瓦町4-5-9 井門瓦町ビル6F 代表取締役 杉多保昭
株式会社リンクスタッフ0000020539 06-6228-8288 中小企業府外 （大阪本社長 藤田国保）

愛知県名古屋市中区錦３丁目2番32号 錦アクシスビル6階 代表取締役 篠崎雄基
株式会社ルート・ワン0000019848 052-684-9680 中小企業府外

東京都台東区上野三丁目24番6号 代表取締役 中村創一郎
株式会社Ｌｏｏｏｐ0000021104 03-5846-2325 大企業府外

（東京都）京都府京都市山科区椥辻草海道町15-1 イオンタウン山科椥辻内３階 代表取締役社長執行役員 岡本利治
株式会社ルネサンス0000018243 582-5010 大企業府外 （支配人 岡本正）

（東京都）京都府京都市南区吉祥院石原開町10番 代表取締役 本多克行
株式会社ルフト・メディカルケア0000003315 692-1340 中小企業府外 （センター長 杉原高広）

東京都港区六本木６丁目15番21号 ハークス六本木ビル 代表取締役社長 分部至郎
株式会社レイ0000021316 03-5410-3861 大企業府外

東京都千代田区大手町一丁目1番3号 代表取締役 森井秀和
株式会社ＬＥＯＣ0000017219 03-5220-8573 中小企業府外

（沖縄県）大阪府大阪市中央区南船場１丁目12番地3 代表取締役 稲福真悟
レキオス・ウオーター株式会社0000016736 06-4705-5887 中小企業府外 （西日本事業本部長 荷川取生次）

大阪府大阪市 都島区内代町12-28 代表取締役 權野博
株式会社レスコフォーメイション0000021977 06-6952-8155 中小企業府外
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株式会社レッツ・コーポレーショ 愛知県名古屋市中区丸の内２丁目20番1号 代表取締役 後藤公
0000021309 052-201-6230 中小企業府外ン

東京都港区東新橋一丁目9番1号 代表取締役 西剛平
株式会社レパスト0000016036 03-6371-2441 大企業府外

（東京都）京都府京都市伏見区竹田段川原町196番地 代表取締役社長 池邊孟
ローレルバンクマシン株式会社0000012786 283-0061 中小企業府外 （所長 豊田明）

ロングライフグローバルコンサル 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４番１２号 梅田センタービル２５階 代表取締役 石橋段
0000023333 06-6373-9191 中小企業府外タント株式会社

東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目7-8 代表取締役 花田真也
ＷｏｒｋＷａｙ株式会社0000022909 050-3187-1111 中小企業府外

大阪府大阪市西区阿波座1-4-4 代表取締役 末吉淳子
株式会社ワークステーション0000023193 06-4391-8803 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区大淀中1-1-30 梅田スカイビルタワーウエスト（34階） 代表取締役 大和田昭彦
株式会社ＷｏｒｋＶｉｓｉｏｎ0000023599 06-6454-1140 中小企業府外

（ソリューション営業第１部部長 春名徹信）

（岡山県）京都府京都市 中京区烏丸通 二条上る蒔絵屋町263番地 京榮烏丸ビル7階 代表取締役 全本和由
株式会社ワードシステム0000018795 744-0035 中小企業府外

（京都支店長 小林陽一）

大阪府大阪市北区天神橋三丁目3番3号 南森町イシカワビル４階 代表取締役社長 南治雄
株式会社ワードワープ0000016728 06-6352-2724 中小企業府外

大阪府大阪市北区梅田1-11-4-700 代表取締役 仲宗根求美
ワールド企画有限会社0000017358 06-6485-8708 中小企業府外

株式会社ワイイーシーソリューシ 神奈川県横浜市中区山下町22番地 代表取締役社長 岩崎壽信
0000021556 045-662-3616 中小企業府外ョンズ

大阪府大阪市東成区玉津1丁目9番10号 代表取締役 荒木俊昭
ワイコム株式会社0000023624 06-6972-1255 中小企業府外

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤ 東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル4階 代表取締役社長 向吉智樹
0000022521 03-6758-2111 中小企業府外レス

株式会社ＷＯＷＯＷコミュニケー 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番5号 代表取締役社長 山崎一郎
0000022594 045-683-3660 大企業府外ションズ

埼玉県熊谷市問屋町2-2-6 2F 代表取締役 古屋瑞規
ワエストロ株式会社0000022617 048-527-1181 中小企業府外
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株式会社アークス・コーポレーシ 京都府長岡京市今里三ノ坪3-1 代表取締役 綿谷重子
0000023704 874-3001 中小企業市外ョン

兵庫県西宮市江上町1番2号 代表取締役 大谷彰宏
アールシースタッフ株式会社0000022019 0798-34-5561 大企業府外

滋賀県守山市金森町917番地 代表取締役 青木高雄
アオキテクノ株式会社0000012765 077-583-0339 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市 北区紫野 下柏野町6番9 代表取締役 山形喜久
株式会社アカツキ0000017268 748-0050 中小企業府外 （所長 小泉隆）

（岐阜県）兵庫県西宮市南昭和町7-28-103 代表取締役 長尾彰
株式会社アクアテック0000018098 0798-67-5752 中小企業府外 （所長 竹本孝）

（大阪府）京都府京都市中京区柳馬場通御池下ル柳八幡町65 京都朝日ビル 代表取締役社長 大西信治
朝日建物管理株式会社0000000224 075-255-0545 大企業府外 （所長 清水浩）

（東京都）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の1 取締役社長 岡崎俊樹
株式会社アサヒファシリティズ0000009685 812-1071 大企業府外

（支店長 粂昌昭）

（東京都）大阪府大阪市中央区高麗橋２丁目2番2号 日宝北浜ビル4F-1 代表取締役 渡邉淳一
旭防災設備株式会社0000019588 06-6228-9550 中小企業府外

（大阪支店長 和田葉子）

大阪府羽曳野市伊賀５丁目1番4号 代表取締役 黒川洋
株式会社アスウェル0000018103 072-939-7861 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 代表執行役社長 山本清博
アズビル株式会社0000008361 06-6881-3331 大企業府外 （支社長 大森泰志）

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町２丁目２番１３号 大阪堺筋ビル6階 代表取締役社長 鈴木一三
ALSOKファシリティーズ株式会社0000016711 06-6125-0345 大企業府外 （支社長 田中誠次）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 代表取締役 浜田和成
イオンディライト株式会社0000013920 06-7660-7290 大企業府外

（支社長 西川和伸）

伊藤忠アーバンコミュニティ株式 （東京都）東京都中央区7-1日本橋本町２丁目7番1号 代表取締役社長 深城浩二
0000021603 03-3662-5100 大企業府外

（ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員）会社

大阪府大阪市福島区福島5丁目13番18号 代表取締役 新城正明
ｗｅｐａｒｋ株式会社0000021301 06-6456-3711 中小企業府外

株式会社ウォーターエージェンシ （東京都）大阪府吹田市広芝町10番28号 代表取締役社長 榊原秀明
0000007412 06-6386-9701 大企業府外 （営業所長 深水正孝）ー

大阪府大阪市阿倍野区旭町１丁目3番3 代表取締役 西口茂樹
株式会社エーシーユー0000018082 06-6633-8880 中小企業府外

株式会社ＨＹＫヒューマンサポー 東京都中央区日本橋本石町3丁目2番地3号 日本橋オリーブビル3階 代表取締役 大貫和彦
0000023541 03-6262-1183 中小企業府外ト

（愛知県）大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目15番23号 フォレスト阿倍野905号 代表取締役 塩崎敦子
株式会社エステム0000015409 06-6626-3610 大企業府外 （大阪営業所長 野間口博史）

（東京都）大阪府大阪市中央区平野町二丁目3番7号 代表取締役 大木一雄
株式会社オーエンス0000009905 06-6226-0511 大企業府外 （支店長 辻司）
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株式会社大阪ガスファシリティー 大阪府大阪市東成区中道一丁目4番2号 代表取締役社長 木下立人
0000015246 06-6978-5850 大企業府外ズ

大阪府大阪市北区豊崎六丁目5番8号 代表取締役社長 山口博章
株式会社大阪メトロサービス0000022366 06-6136-4004 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市 中央区備後町 １丁目7番10号 代表取締役 鼻戸勝紀
大林ファシリティーズ株式会社0000010004 06-4964-1651 中小企業府外 （取締役副社長執行役員大阪支店長 森良史）

滋賀県大津市富士見台39-11 代表取締役 畑和樹
カズテクノ株式会社0000023182 075-582-5577 中小企業府外

愛知県名古屋市千種区日和町5丁目3番地 本山日和町ヒルズ3階 代表理事 佐渡治彦
一般社団法人カリエーレ・コムサ0000023623 090-1759-4631 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市東淀川区瑞光3-8-20 代表取締役 高津悟
川本サービス株式会社0000021350 06-6328-7734 中小企業府外 （支店長 松浦康彦）

滋賀県大津市唐崎２丁目14番18号 代表取締役 山本亜紀子
株式会社関西シーケンス管理0000020418 077-577-1404 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 代表取締役 松田敏樹
関西明裝株式会社0000003604 583-0911 大企業府外

（取締役京滋支社長 佐野誠治）

大阪府大阪市西成区花園南一丁目4番4号 代表取締役 清水雅也
株式会社カンソー0000015874 06-6658-1534 大企業府外

大阪府大阪市中央区安土町1丁目3番5号 代表取締役社長 大石富彦
株式会社ＫＡＮＳＯテクノス0000007437 06-6263-7306 大企業府外

株式会社かんでんエンジニアリン （大阪府）京都府京都市南区上鳥羽尻切町5-2 代表取締役社長 野田正信
0000003110 671-2171 大企業府外 （支店長 稲垣浩一郎）グ

京都府宇治市宇治里尻62-3 代表取締役 井上馨
株式会社カンメン0000006936 0774-21-2910 中小企業市外

（滋賀県）京都府京都市左京区聖護院円頓美町11番地10 代表取締役 梶雅弘
キタイ設計株式会社0000007564 762-2150 大企業府外

（所長 内藤秀俊）

東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 代表取締役 川村卓也
株式会社木下抗菌サービス0000023103 03-5908-2389 中小企業府外

（福島県）大阪府大阪市 中央区島之内 １丁目21-19 オリエンタル堺筋ビル6F 代表取締役 吾妻学
キョウワプロテック株式会社0000014026 06-7711-1911 中小企業府外 （大阪事業所長 湯浅義浩）

（兵庫県）京都府京都市伏見区竹田向代町川町102番 ウイングヒルズ上鳥羽口205 代表取締役 布原達也
極東開発工業株式会社0000002660 602-1077 大企業府外 （所長 澤田裕二）

大阪府大阪市西淀川区歌島２丁目1番12号 代表取締役 望田昭博
近畿環境サービス株式会社0000000208 06-4808-3222 中小企業府外

大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 代表取締役 前田葉子
近畿電気消防保安株式会社0000022679 06-6454-0072 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市伏見区北浜町595-103 代表取締役 西田克也
近畿ビルサービス株式会社0000023615 603-5556 中小企業府外 （所長 山本伸司）

（大阪府）京都府京都市南区西九条池ノ内町106 取締役社長 則竹博安
近鉄ファシリティーズ株式会社0000005422 693-9001 大企業府外 （支店長 中野伸二）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0026 建物管理
0001 建物管理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（大阪府）大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 代表取締役社長 内田睦雄
株式会社クボタ建設0000016529 06-4396-2351 大企業府外

（執行役員大阪支社長 永井春樹）

（埼玉県）大阪府大阪市北区中之島二丁目2番2号 大阪中之島ビル8階 代表取締役 川鍋大二
株式会社クリーン工房0000013134 06-6223-5450 大企業府外

（専務取締役 川鍋一朗）

広島県広島市中区東白島町19-3 代表取締役 山本剛史
株式会社クリエイタス0000022053 082-211-3333 中小企業府外

（東京都）大阪府高槻市芥川町一丁目7番26号 代表取締役 鎌田裕久
株式会社クリタス0000006654 072-686-6733 中小企業府外 （西日本支社長 町井昌宏）

（大阪府）京都府京都市中京区間之町通御池上る高田町502番地 花柳ビル2階6号室 代表取締役 糟谷剛之
株式会社クレイブ0000023139 366-4776 中小企業府外 （所長 阿部真実）

東京都港区芝一丁目14番4号 代表取締役 高橋祐一
株式会社グローバルステージ0000022031 03-6271-9560 中小企業府外

東京都千代田区岩本町1-3-8 代表取締役 田邊龍美
株式会社ＫＳＰ・ＷＥＳＴ0000022634 03-5829-5721 中小企業府外

（奈良県）京都府木津川市相楽城西71番地1-225 代表取締役 寺嶋圭一
株式会社ＫＢＳ0000023223 050-3619-9902 中小企業府外

（所長 寺嶋伊代子）

大阪府富田林市錦織南２丁目9番2号 代表取締役 浅野昭
株式会社ケイ・エス分析センター0000015414 0721-20-5611 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市左京区田中上柳町25-3 京阪出町柳ビル 代表取締役 内田茂信
京阪ビルテクノサービス株式会社0000005806 706-8650 中小企業府外 （営業所長 塩谷晋司）

株式会社建設環境コンサルティン （大阪府）大阪府大阪市中央区北浜東4番33号 代表取締役 山下敏之
0000007950 06-4791-3151 中小企業府外 （大阪支店長 西達樹）グ

兵庫県姫路市北条 １丁目408番5 代表取締役 東義雄
光栄産業株式会社0000018147 079-282-5551 中小企業府外

大阪府大阪市北区梅田一丁目1番3号 代表取締役 南昭彦
コスモエンジニアリング株式会社0000008334 06-6147-3080 中小企業府外

大阪府大阪市北区西天満4丁目11番23号 代表取締役 南昭彦
コスモ建物管理株式会社0000008335 06-6365-5581 中小企業府外

広島県広島市中区袋町4番31号 代表取締役 福井滋
株式会社合人社計画研究所0000011855 082-247-7994 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市 中央区南新町 ２丁目3番7号 代表取締役 吉澤幸夫
株式会社サンアメニティ0000018720 06-6944-5370 中小企業府外 （支社長 大瀧一作）

大阪府大阪市北区池田町1番43号 三精ビル 代表取締役 高岡岳史
株式会社三精エンジニアリング0000006677 06-6357-0791 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区宮原四丁目3番29号 代表取締役 良知昇
三精テクノロジーズ株式会社0000005263 06-6393-5661 大企業府外

サントリーパブリシティサービス 東京都江東区豊洲３丁目2-24 豊洲フォレシア１６F 代表取締役 千大輔
0000021813 03-6221-2001 大企業府外株式会社

大阪府大阪市中央区和泉町１丁目1番14号 代表取締役 方山典優
株式会社サンメンテナンス0000009518 06-4791-0100 中小企業府外
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大阪府大阪市北区堂島1-1-5 代表取締役 吉田正
株式会社ザイマックス関西0000022277 06-6341-2836 大企業府外

シダックス大新東ヒューマンサー （東京都）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 代表取締役 山田智治
0000009143 06-6539-2180 中小企業府外

（支店長 野嵜貴之）ビス株式会社

（東京都）大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番7号 代表取締役 富永秀行
株式会社シミズ・ビルライフケア0000007088 06-6443-0508 中小企業府外 （支社長 近江愼二）

兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目4番78号 取締役社長 佐藤幹雄
株式会社神鋼環境ソリューション0000005236 078-241-7512 大企業府外

兵庫県神戸市中央区磯上通2丁目2番21号 代表取締役 小武海陽
神鋼環境メンテナンス株式会社0000007209 078-261-7940 中小企業府外

大阪府大阪市北区天神橋7丁目7番5号 代表取締役 高石寧夫
伸和サービス株式会社0000012753 06-6351-0065 大企業府外

ジーウェイフ゛・プラクティカル 大阪府三島郡島本町江川２丁目15-45 ライオンズガーデン水無瀬713 代表 田中雅人
0000022403 050-5833-5076 中小企業府外ＣＡＤスペース

東京都千代田区二番町３番地 代表取締役社長 大竹弘孝
株式会社ＪＭ0000021291 03-5275-7048 大企業府外

大阪府豊中市東寺内町17-7-401 代表取締役 白石光夫
水中エンジニアリング株式会社0000023236 06-7161-1464 中小企業府外

奈良県北葛城郡河合町大字川合490番地 代表取締役 田畑三治
有限会社スケープテクチャー0000021279 0745-56-3107 中小企業府外

三重県亀山市関ヶ丘521-117 代表取締役 星合恒伸
株式会社スター0000018266 0595-833-5900 中小企業府外

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 代表取締役社長 尾関一郎
セコム株式会社0000000757 03-5775-8475 大企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町87番地 ケイアイ興産京都ビル7 代表取締役 小谷野宗靖
株式会社セノン0000008682 254-1151 大企業府外 Ｆ （支社長 出来昭弘）

（東京都）京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579番地 五条堀川ビル２階 代表取締役 栢木伊久二
綜合警備保障株式会社0000001569 343-5171 大企業府外

（支社長 山下和弘）

（東京都）大阪府大阪市西区南堀江一丁目18番4号 代表取締役社長 浜中裕之
大成有楽不動産株式会社0000009980 06-6538-1731 大企業府外 （支店長 太田孝三）

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島4丁目12番12号 代表取締役 後藤悟志
株式会社太平エンジニアリング0000006220 06-6390-5959 大企業府外 （支店長 木股良三）

（東京都）京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町 625番地 東京建物四条烏丸ビルW 代表取締役会長兼社長 狩野伸彌
太平ビルサービス株式会社0000008383 213-5792 大企業府外 EST3階 （支店長 松田栄太朗）

大阪府高槻市須賀町47番19号 代表取締役 長井正樹
株式会社高浄0000009796 072-675-5449 中小企業府外

三重県津市丸之内10番9号 代表取締役 田端進也
株式会社田端隆建築設計0000020238 059-221-3580 中小企業府外

京都府福知山市東羽合町164番地 代表取締役 新庄昭仁
株式会社丹新ビルサービス0000013954 0773-24-4602 中小企業市外
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大阪府和泉市テクノステージ ２丁目3番28号 代表取締役 金子文雄
大栄環境株式会社0000017435 0725-54-3061 大企業府外

大阪府東大阪市箱殿町5番8号 代表取締役 齋藤昭
株式会社大軌0000017285 072-982-4181 中小企業府外

大阪府枚方市出口3丁目1番20号 代表取締役 吉原毅
大建管理株式会社0000014730 072-834-2927 中小企業府外

大阪府大阪市北区大淀中3丁目16番12号 F&Gビル 代表取締役 兒玉佳大
大都保全興業株式会社0000010408 06-6453-4813 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区宮原４丁目4番2-517号 代表取締役 辻井将吾
株式会社辻井建築設計事務所0000019759 06-6391-5071 中小企業府外

（北海道）兵庫県神戸市中央区中山手通5丁目1-1 代表取締役 大森康弘
株式会社データベース0000009862 078-361-0227 大企業府外 （支店長 南保和朋）

株式会社トータルシティービル管 （東京都）静岡県静岡市葵区紺屋町11番地17 桜井・第一共同ビルディング7階 代表取締役 鈴木秀行
0000023550 054-254-1960 中小企業府外

（支店長 山本信介）理

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町三丁目2番8号 代表取締役 木村昌平
株式会社東急コミュニティー0000017179 06-4704-0138 大企業府外

（事業部長 中川達二）

東京都新宿区西新宿6丁目14番1号 代表取締役 野島信明
東京ビジネスサービス株式会社0000008788 03-3344-4551 大企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 四条ＳＥＴビル8階 取締役社長 青木宏明
東光電気工事株式会社0000001699 213-4950 大企業府外 （所長 中根洋心）

（東京都）大阪府大阪市中央区平野町４丁目2番3号 代表取締役 長尾克己
東テク株式会社0000000230 06-6203-4871 大企業府外 （常務執行役員支店長 糸満睦夫）

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番地 中信駅前ビル 代表取締役 松本雅文
東宝ビル管理株式会社0000017421 371-9333 大企業府外 （取締役支社長 唐土恵輔）

大阪府東大阪市本庄西1丁目10番24号 代表取締役社長 尾曲浩明
東洋メンテナス株式会社0000005996 06-4309-0880 大企業府外

大阪府大阪市西区新町一丁目28番3号 代表取締役 和田妙純
株式会社東和総合サービス0000009578 06-6110-1234 中小企業府外

滋賀県彦根市犬方町790番地 代表取締役 篠村安弘
株式会社ナショナルメンテナンス0000017278 0749-28-7300 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区吉祥院車道町48番地 代表取締役社長 三木敏生
ナブコドア株式会社0000002714 644-7257 大企業府外 （支店長 石丸寛）

大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目3番19号 南海日本橋ビル 代表取締役 西山哲弘
南海ビルサービス株式会社0000014889 06-6647-0001 大企業府外

大阪府大阪市中央区南船場一丁目17番10号 取締役社長 嶋田有孝
株式会社日経サービス0000005819 06-6268-6588 中小企業府外

日東カストディアル・サービス株 （東京都）京都府京都市伏見区深草堀田町10番地1 京阪藤の森ビル８Ｆ 代表取締役 嶋立義之
0000017345 634-8737 大企業府外 （京都支店長 西英聖）式会社

東京都千代田区九段北1-11-5 代表取締役 高居隆章
日本カルミック株式会社0000000070 03-3230-6753 中小企業府外
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（東京都）京都府京都市右京区西京極畔勝町17 代表取締役 窪田勝
日本ビルコン株式会社0000016584 323-6750 中小企業府外

（所長 伊賀上聡）

大阪府摂津市千里丘5-16-21 代表取締役 中元章博
日本環境分析センター株式会社0000015257 06-6380-6660 中小企業府外

（東京都）京都府京都市 中京区烏丸通 四条上る笋町691 りそな京都ビル9階 代表取締役社長 福田慎太郎
日本管財株式会社0000007848 254-2733 大企業府外 （京都支店長 永田大蔵）

（愛知県）大阪府箕面市船場東2丁目4番56号 代表取締役 田中洋二
日本空調サービス株式会社0000005499 072-726-1400 大企業府外 （執行役員支店長 渡辺秀一）

（神奈川県）大阪府大阪市中央区内本町1丁目3-5 代表取締役 齋藤安弘
日本原料株式会社0000005174 06-6941-5555 中小企業府外 （支店長 瀬田和俊）

広島県三次市十日市東２丁目3番8号 代表取締役 渡部彰
株式会社日本斎苑0000021806 0824-63-2646 中小企業府外

東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 代表取締役社長 馬本英一
日本テクノ株式会社0000018515 03-5909-8458 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号 代表取締役社長 臼井賢
日本メックス株式会社0000006449 06-4706-5622 中小企業府外

（常務取締役支店長 谷島錦吾）

大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目4番1号 代表取締役 藤川雅浩
野里電気工業株式会社0000005823 06-6477-6000 中小企業府外

大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-1200号 代表取締役 坂下芳史
株式会社ハウスビルシステム0000008629 06-6346-5454 大企業府外

大阪府大阪市中央区内本町1丁目1番10号 代表取締役 吉田聡
株式会社博明社0000014706 06-6941-6337 中小企業府外

東京都港区芝２丁目6番1号 代表取締役社長 三田部芳信
株式会社長谷工コミュニティ0000006114 03-3457-1222 大企業府外

パナソニックＥＷエンジニアリン （大阪府）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 代表取締役 藤井和夫
0000005710 06-6910-0133 大企業府外

（支店長 荻野龍）グ株式会社

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号 取締役社長 光冨眞哉
株式会社日立ビルシステム0000000399 06-6453-9243 大企業府外

（支社長 小口辰廣）

兵庫県神戸市 兵庫区塚本通 ４丁目4番19 代表取締役 竹辻正
日之出管財株式会社0000017257 078-515-8110 中小企業府外

大阪府吹田市南金田2丁目12番1号 代表取締役社長 梶山龍誠
株式会社ビケンテクノ0000008329 06-6380-2141 大企業府外

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

（東京都）大阪府東大阪市長田東1丁目3番28 代表取締役 中島省吾
文化シヤッターサービス株式会社0000014602 06-6782-6343 大企業府外 （支店長 服部光一）

奈良県大和高田市大中16番地4 竹村ビル5階 代表取締役 虎走恵介
株式会社文政0000021582 0745-23-7775 中小企業府外

大阪府大阪市住之江区粉浜西1丁目2番6号 代表取締役 米澤勉
平和興業株式会社0000007267 06-6672-0216 中小企業府外
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（大阪府）京都府京田辺市三山木 大南山36番5号 代表取締役 山下勝
株式会社ホープ0000009357 0774-68-2277 中小企業府外

（営業所長 山下文子）

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外

株式会社マイスターエンジニアリ （東京都）大阪府大阪市北区大淀南１丁目11番13号 代表取締役 平野大介
0000006122 06-6458-5586 大企業府外 （大阪支社統括 迫田隆文）ング

福井県福井市豊島２丁目6番7号 代表取締役 土谷秀靖
株式会社マルツ電波0000021536 0776-22-0464 中小企業府外

三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地 代表取締役 平井俊文
三重中央開発株式会社0000009076 0595-20-1119 大企業府外

三重県鈴鹿市安塚町字源平塚1350番地の15 代表取締役 田中美守
三田工業株式会社0000020970 059-383-4517 中小企業府外

三井不動産レジデンシャルサービ 大阪府大阪市中央区本町四丁目4番25号 代表取締役社長 奥田茂雄
0000014700 06-6253-6233 大企業府外ス関西株式会社

三菱電機ビルソリューションズ株 （東京都）大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 代表取締役 松本匡
0000005381 06-6355-6000 大企業府外

（執行役員関西支社長 向山達也）式会社

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外 （支店長 森田正樹）

大阪府大阪市中央区難波二丁目2番3号 代表取締役社長 石原浩一郎
ミディ総合管理株式会社0000011752 06-7633-8300 大企業府外

富山県富山市奥田新町12-3 代表取締役 宮本芳樹
株式会社宮本工業所0000005436 076-441-2201 中小企業府外

明電ファシリティサービス株式会 （東京都）大阪府大阪市中央区瓦町四丁目2番14号 代表取締役 椿原正浩
0000009859 06-6203-6595 大企業府外 （支店長 水原和夫）社

（東京都）大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル 代表取締役 石川俊之
メタウォーターサービス株式会社0000005092 06-7709-9512 大企業府外

（部長 鬼頭伸郎）

（埼玉県）大阪府大阪市中央区本町四丁目6番10号 代表取締役 森田昌明
株式会社森田鉄工所0000005220 06-6262-8771 中小企業府外

（支店長 奥村一志）

大阪府大阪市浪速区桜川四丁目1番32号 代表取締役 中務稔也
株式会社ユニテックス0000010546 06-4392-4555 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市北区南森町1丁目4番10号 代表取締役 森川浩
理水化学株式会社0000005545 06-6362-6526 中小企業府外 （支店長 木澤太郎）

（東京都）大阪府大阪市北区西天満４丁目4番13号 取締役社長 北原博史
株式会社菱サ・ビルウェア0000010237 06-6366-1230 大企業府外 （取締役支店長 中西伸和）

東京都中央区日本橋人形町2丁目25番13号 代表取締役社長 中上孝文
株式会社リンレイサービス0000010560 03-5643-5751 中小企業府外
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株式会社アークス・コーポレーシ 京都府長岡京市今里三ノ坪3-1 代表取締役 綿谷重子
0000023704 874-3001 中小企業市外ョン

滋賀県守山市金森町917番地 代表取締役 青木高雄
アオキテクノ株式会社0000012765 077-583-0339 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の1 取締役社長 岡崎俊樹
株式会社アサヒファシリティズ0000009685 812-1071 大企業府外 （支店長 粂昌昭）

大阪府羽曳野市伊賀５丁目1番4号 代表取締役 黒川洋
株式会社アスウェル0000018103 072-939-7861 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 代表執行役社長 山本清博
アズビル株式会社0000008361 06-6881-3331 大企業府外 （支社長 大森泰志）

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町２丁目２番１３号 大阪堺筋ビル6階 代表取締役社長 鈴木一三
ALSOKファシリティーズ株式会社0000016711 06-6125-0345 大企業府外 （支社長 田中誠次）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 代表取締役 浜田和成
イオンディライト株式会社0000013920 06-7660-7290 大企業府外

（支社長 西川和伸）

伊藤忠アーバンコミュニティ株式 （東京都）東京都中央区7-1日本橋本町２丁目7番1号 代表取締役社長 深城浩二
0000021603 03-3662-5100 大企業府外 （ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員）会社

京都府福知山市篠尾新町３丁目３番地 代表取締役 井上大輔
井上株式会社0000015160 0773-23-3205 中小企業市外

大阪府大阪市阿倍野区旭町１丁目3番3 代表取締役 西口茂樹
株式会社エーシーユー0000018082 06-6633-8880 中小企業府外

大阪府和泉市黒鳥町三丁目4番8号 代表取締役 遠藤裕康
株式会社エイビック0000021112 0725-46-5332 中小企業府外

大阪府摂津市鳥飼新町1丁目3番10号 代表取締役 尾名亮三
英和商工株式会社0000010272 072-654-7431 中小企業府外

大阪府大阪市北区西天満二丁目6番8号 代表取締役 工藤浩
エクセルシオ株式会社0000022353 06-6949-8546 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区平野町3丁目2番13号 平野町中央ビル 代表取締役 吉田俊範
荏原実業株式会社0000006001 06-6231-3171 大企業府外 （支社長 菊池桂司）

（東京都）大阪府大阪市西淀川区佃4丁目7番3号 代表取締役 李承ヨウ
荏原冷熱システム株式会社0000012885 06-6478-4045 大企業府外 （支店長 好村圭太）

株式会社大阪ガスファシリティー 大阪府大阪市東成区中道一丁目4番2号 代表取締役社長 木下立人
0000015246 06-6978-5850 大企業府外ズ

大阪府大阪市北区豊崎六丁目5番8号 代表取締役社長 山口博章
株式会社大阪メトロサービス0000022366 06-6136-4004 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市 中央区備後町 １丁目7番10号 代表取締役 鼻戸勝紀
大林ファシリティーズ株式会社0000010004 06-4964-1651 中小企業府外 （取締役副社長執行役員大阪支店長 森良史）

（滋賀県）滋賀県守山市伊勢町627 代表取締役社長 森宏之
川重冷熱工業株式会社0000004316 077-514-1161 大企業府外 （支店長 坂口聡謙）
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滋賀県大津市唐崎２丁目14番18号 代表取締役 山本亜紀子
株式会社関西シーケンス管理0000020418 077-577-1404 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 代表取締役 松田敏樹
関西明裝株式会社0000003604 583-0911 大企業府外

（取締役京滋支社長 佐野誠治）

大阪府大阪市西成区花園南一丁目4番4号 代表取締役 清水雅也
株式会社カンソー0000015874 06-6658-1534 大企業府外

株式会社かんでんエンジニアリン （大阪府）京都府京都市南区上鳥羽尻切町5-2 代表取締役社長 野田正信
0000003110 671-2171 大企業府外 （支店長 稲垣浩一郎）グ

京都府宇治市宇治里尻62-3 代表取締役 井上馨
株式会社カンメン0000006936 0774-21-2910 中小企業市外

（滋賀県）京都府京都市左京区聖護院円頓美町11番地10 代表取締役 梶雅弘
キタイ設計株式会社0000007564 762-2150 大企業府外 （所長 内藤秀俊）

（福島県）大阪府大阪市 中央区島之内 １丁目21-19 オリエンタル堺筋ビル6F 代表取締役 吾妻学
キョウワプロテック株式会社0000014026 06-7711-1911 中小企業府外

（大阪事業所長 湯浅義浩）

（大阪府）京都府京都市伏見区北浜町595-103 代表取締役 西田克也
近畿ビルサービス株式会社0000023615 603-5556 中小企業府外

（所長 山本伸司）

東京都中央区京橋 二丁目1番3号 代表取締役社長 岡野政治郎
クボタ空調株式会社0000020730 03-3245-3130 大企業府外

（埼玉県）大阪府大阪市北区中之島二丁目2番2号 大阪中之島ビル8階 代表取締役 川鍋大二
株式会社クリーン工房0000013134 06-6223-5450 大企業府外 （専務取締役 川鍋一朗）

広島県広島市中区東白島町19-3 代表取締役 山本剛史
株式会社クリエイタス0000022053 082-211-3333 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区間之町通御池上る高田町502番地 花柳ビル2階6号室 代表取締役 糟谷剛之
株式会社クレイブ0000023139 366-4776 中小企業府外 （所長 阿部真実）

大阪府吹田市江坂町 ２丁目11番30号 代表取締役 河邊紀博
株式会社グリーン空調サービス0000018955 06-6386-2232 中小企業府外

東京都港区芝一丁目14番4号 代表取締役 高橋祐一
株式会社グローバルステージ0000022031 03-6271-9560 中小企業府外

（奈良県）京都府木津川市相楽城西71番地1-225 代表取締役 寺嶋圭一
株式会社ＫＢＳ0000023223 050-3619-9902 中小企業府外 （所長 寺嶋伊代子）

（大阪府）京都府京都市左京区田中上柳町25-3 京阪出町柳ビル 代表取締役 内田茂信
京阪ビルテクノサービス株式会社0000005806 706-8650 中小企業府外 （営業所長 塩谷晋司）

（静岡県）大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル 代表取締役 廣瀬仁士
コイト電工株式会社0000005423 06-6367-2400 中小企業府外 （支店長 中川修）

兵庫県姫路市北条 １丁目408番5 代表取締役 東義雄
光栄産業株式会社0000018147 079-282-5551 中小企業府外

大阪府大阪市北区梅田一丁目1番3号 代表取締役 南昭彦
コスモエンジニアリング株式会社0000008334 06-6147-3080 中小企業府外

大阪府大阪市北区西天満4丁目11番23号 代表取締役 南昭彦
コスモ建物管理株式会社0000008335 06-6365-5581 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0026 建物管理
0002 空調設備保守管理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

広島県広島市中区袋町4番31号 代表取締役 福井滋
株式会社合人社計画研究所0000011855 082-247-7994 大企業府外

大阪府大阪市西区江戸堀1丁目18番11号 代表取締役 杉本秀司
株式会社サム0000008863 06-6441-4760 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通新町東入ル月鉾町62 住友生命京都ビル9階 代表取締役 松井栄一
三建設備工業株式会社0000003873 231-1350 大企業府外 （所長 小田切太）

大阪府大阪市中央区和泉町１丁目1番14号 代表取締役 方山典優
株式会社サンメンテナンス0000009518 06-4791-0100 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番7号 代表取締役 富永秀行
株式会社シミズ・ビルライフケア0000007088 06-6443-0508 中小企業府外 （支社長 近江愼二）

大阪府大阪市港区市岡元町3丁目3番16号 代表取締役 荒牧太郎
新日本美風株式会社0000008607 06-6582-1353 中小企業府外

大阪府大阪市北区天神橋7丁目7番5号 代表取締役 高石寧夫
伸和サービス株式会社0000012753 06-6351-0065 大企業府外

東京都千代田区二番町３番地 代表取締役社長 大竹弘孝
株式会社ＪＭ0000021291 03-5275-7048 大企業府外

（大阪府）京都府京都市 伏見区竹田 真幡木町129 代表取締役 竹下洋文
城陽ダイキン空調株式会社0000005319 604-5307 中小企業府外 （所長 田水浩二郎）

ジョンソンコントロールズ株式会 （東京都）大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス27階 代表取締役社長 吉田浩
0000005643 0120-506-255 中小企業府外 （支店長 佐藤健）社

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 代表取締役社長 尾関一郎
セコム株式会社0000000757 03-5775-8475 大企業府外

大阪府大阪市東淀川区西淡路１丁目3番26-801 代表取締役社長 高藤俊信
株式会社綜合電装0000021493 06-6379-7565 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島4丁目12番12号 代表取締役 後藤悟志
株式会社太平エンジニアリング0000006220 06-6390-5959 大企業府外

（支店長 木股良三）

（東京都）京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町 625番地 東京建物四条烏丸ビルW 代表取締役会長兼社長 狩野伸彌
太平ビルサービス株式会社0000008383 213-5792 大企業府外 EST3階 （支店長 松田栄太朗）

三重県津市丸之内10番9号 代表取締役 田端進也
株式会社田端隆建築設計0000020238 059-221-3580 中小企業府外

京都府福知山市東羽合町164番地 代表取締役 新庄昭仁
株式会社丹新ビルサービス0000013954 0773-24-4602 中小企業市外

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

株式会社ダイキンアプライドシス （東京都）京都府京都市南区上鳥羽大物町11-1 取締役社長 三品孝
0000000423 693-4670 大企業府外 （大井博之）テムズ

（東京都）大阪府吹田市江坂町１丁目17番26号 代表取締役 桑山隆
ダイキンエアテクノ株式会社0000007220 06-6380-1151 中小企業府外 （取締役関西支店長 梅月健次）

（大阪府）大阪府大阪市北区錦町4番82号 代表取締役 十河政則
ダイキン工業株式会社0000008757 06-6358-8005 大企業府外 （西日本サービス部長 東野哲弥）
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大阪府枚方市出口3丁目1番20号 代表取締役 吉原毅
大建管理株式会社0000014730 072-834-2927 中小企業府外

大阪府大阪市北区大淀中3丁目16番12号 F&Gビル 代表取締役 兒玉佳大
大都保全興業株式会社0000010408 06-6453-4813 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市福島区福島３丁目1番46号 代表取締役社長 藤塚義成
テクノ矢崎株式会社0000018188 06-6458-4545 大企業府外 （支店長 芹沢雅文）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535番地 代表取締役 黒田英彦
株式会社テクノ菱和0000005153 213-2146 大企業府外 （所長 佐藤満徳）

株式会社トータルシティービル管 （東京都）静岡県静岡市葵区紺屋町11番地17 桜井・第一共同ビルディング7階 代表取締役 鈴木秀行
0000023550 054-254-1960 中小企業府外 （支店長 山本信介）理

東京都台東区東上野１丁目23番3号 代表取締役 角張厳
株式会社東海テック0000022389 03-6803-2205 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町三丁目2番8号 代表取締役 木村昌平
株式会社東急コミュニティー0000017179 06-4704-0138 大企業府外

（事業部長 中川達二）

東京都新宿区西新宿6丁目14番1号 代表取締役 野島信明
東京ビジネスサービス株式会社0000008788 03-3344-4551 大企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 四条ＳＥＴビル8階 取締役社長 青木宏明
東光電気工事株式会社0000001699 213-4950 大企業府外 （所長 中根洋心）

（東京都）大阪府大阪市中央区平野町４丁目2番3号 代表取締役 長尾克己
東テク株式会社0000000230 06-6203-4871 大企業府外 （常務執行役員支店長 糸満睦夫）

大阪府大阪市西区新町一丁目28番3号 代表取締役 和田妙純
株式会社東和総合サービス0000009578 06-6110-1234 中小企業府外

滋賀県彦根市犬方町790番地 代表取締役 篠村安弘
株式会社ナショナルメンテナンス0000017278 0749-28-7300 中小企業府外

大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目3番19号 南海日本橋ビル 代表取締役 西山哲弘
南海ビルサービス株式会社0000014889 06-6647-0001 大企業府外

大阪府大阪市中央区南船場一丁目17番10号 取締役社長 嶋田有孝
株式会社日経サービス0000005819 06-6268-6588 中小企業府外

日東カストディアル・サービス株 （東京都）京都府京都市伏見区深草堀田町10番地1 京阪藤の森ビル８Ｆ 代表取締役 嶋立義之
0000017345 634-8737 大企業府外 （京都支店長 西英聖）式会社

（東京都）京都府京都市右京区西京極畔勝町17 代表取締役 窪田勝
日本ビルコン株式会社0000016584 323-6750 中小企業府外 （所長 伊賀上聡）

（東京都）京都府京都市 中京区烏丸通 四条上る笋町691 りそな京都ビル9階 代表取締役社長 福田慎太郎
日本管財株式会社0000007848 254-2733 大企業府外 （京都支店長 永田大蔵）

（愛知県）大阪府箕面市船場東2丁目4番56号 代表取締役 田中洋二
日本空調サービス株式会社0000005499 072-726-1400 大企業府外 （執行役員支店長 渡辺秀一）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島六丁目2番40号 代表取締役 島田良介
日本電技株式会社0000000488 06-6447-0721 大企業府外 （支店長 八木浩一）

東京都新宿区市谷本村町2-10 代表取締役社長 原田克彦
日本熱源システム株式会社0000016823 03-5579-8830 中小企業府外
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（東京都）大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号 代表取締役社長 臼井賢
日本メックス株式会社0000006449 06-4706-5622 中小企業府外

（常務取締役支店長 谷島錦吾）

（東京都）大阪府吹田市広芝町15-12 五葉江坂ビル6階 代表取締役社長 福田晴久
ネポン株式会社0000017445 06-6310-6315 中小企業府外

（所長 藤沼靖行）

大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-1200号 代表取締役 坂下芳史
株式会社ハウスビルシステム0000008629 06-6346-5454 大企業府外

パナソニックＥＷエンジニアリン （大阪府）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 代表取締役 藤井和夫
0000005710 06-6910-0133 大企業府外 （支店長 荻野龍）グ株式会社

パナソニック環境エンジニアリン （大阪府）大阪府吹田市垂水町3丁目28番33号 代表取締役 代正一
0000006124 06-6338-1810 中小企業府外 （執行役員支店長 藤原詔司）グ株式会社

パナソニックコンシューマーマー （東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 ツイン２１ 代表取締役 宮地晋治
0000019786 06-4794-7002 大企業府外 （支社長 中島慎吾）ケティング株式会社

パナソニック産機システムズ株式 （東京都）大阪府大阪市中央区博労町三丁目5-1 御堂筋グランタワー１１Ｆ 代表取締役 右近貞治
0000006075 06-6125-2630 大企業府外

（常務執行役員支店長 出口雅典）会社

日立グローバルライフソリューシ （東京都）大阪府大阪市淀川区野中南2丁目11番27号 代表取締役 谷口潤
0000008716 050-3174-8977 大企業府外

（センタ長 新出友志郎）ョンズ株式会社

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号 取締役社長 光冨眞哉
株式会社日立ビルシステム0000000399 06-6453-9243 大企業府外 （支社長 小口辰廣）

兵庫県神戸市 兵庫区塚本通 ４丁目4番19 代表取締役 竹辻正
日之出管財株式会社0000017257 078-515-8110 中小企業府外

大阪府吹田市南金田2丁目12番1号 代表取締役社長 梶山龍誠
株式会社ビケンテクノ0000008329 06-6380-2141 大企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

富士通ネットワークソリューショ （神奈川県）大阪府大阪市西区江戸堀一丁目5番16号 代表取締役社長 志真哲夫
0000001103 092-707-5630 大企業府外

（関西エリア統括部長補佐 川上等）ンズ株式会社

（大阪府）京都府京都市右京区西院六反田町31番地2 代表取締役 岡田真二
不二熱学サービス株式会社0000005474 326-2757 中小企業府外

（支店長 飯田勲）

扶洋メンテナンスシステム株式会 （大阪府）京都府京都市右京区西院久田町100番地 代表取締役 横田好明
0000006487 322-0361 中小企業府外 （所長 大内宗作）社

奈良県大和高田市大中16番地4 竹村ビル5階 代表取締役 虎走恵介
株式会社文政0000021582 0745-23-7775 中小企業府外

大阪府大阪市住之江区粉浜西1丁目2番6号 代表取締役 米澤勉
平和興業株式会社0000007267 06-6672-0216 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区五条通り堀川西入る柿本町579番地 五条堀川ビル5階 代表取締役 田中裕一
ホシザキ京阪株式会社0000009358 344-6411 中小企業府外 （所長 高間健史）

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外

株式会社マイスターエンジニアリ （東京都）大阪府大阪市北区大淀南１丁目11番13号 代表取締役 平野大介
0000006122 06-6458-5586 大企業府外 （大阪支社統括 迫田隆文）ング
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東京都江東区牡丹三丁目14番15号 代表取締役社長執行役員 前川真
株式会社前川製作所0000016015 03-3642-8181 大企業府外

（愛知県）京都府京都市中京区壬生坊城町33番地 代表取締役 大橋利浩
丸石テクノ株式会社0000010511 812-1199 中小企業府外

（営業所長 中江幸弘）

福井県福井市豊島２丁目6番7号 代表取締役 土谷秀靖
株式会社マルツ電波0000021536 0776-22-0464 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区野中北1丁目5番21号 代表取締役 岡野伸泰
三菱重工冷熱株式会社0000005283 06-6391-7476 大企業府外 （近畿支社長 藤木誠）

三菱電機システムサービス株式会 （東京都）大阪府大阪市北区大淀中一丁目4番13号 代表取締役 山本雅之
0000006558 06-6454-3911 大企業府外 （取締役支社長 岡田英治）社

三菱電機ビルソリューションズ株 （東京都）大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 代表取締役 松本匡
0000005381 06-6355-6000 大企業府外 （執行役員関西支社長 向山達也）式会社

ヤンマーエネルギーシステム株式 （大阪府）兵庫県尼崎市潮江一丁目3番30号 代表取締役社長 山下宏治
0000013052 06-4960-8158 大企業府外

（執行役員大阪支社長 新見雅徳）会社

大阪府大阪市浪速区桜川四丁目1番32号 代表取締役 中務稔也
株式会社ユニテックス0000010546 06-4392-4555 中小企業府外

（奈良県）大阪府大阪市東成区東小橋１丁目15番19号 代表取締役 吉田真也
吉田機電株式会社0000011734 06-6973-4501 中小企業府外 （取締役支店長 石山光剛）

滋賀県東近江市今堀町621番地の1 代表取締役 光田昌弘
株式会社ライフテックミツダ0000013827 0748-23-0667 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区西天満４丁目4番13号 取締役社長 北原博史
株式会社菱サ・ビルウェア0000010237 06-6366-1230 大企業府外 （取締役支店長 中西伸和）

（東京都）京都府京都市 中京区弁慶石町51 菱電商事京都ビル4Ｆ 取締役社長 富澤克行
菱電商事株式会社0000005070 050-9002-4875 大企業府外 （京都営業所長 田原作家）

東京都中央区日本橋人形町2丁目25番13号 代表取締役社長 中上孝文
株式会社リンレイサービス0000010560 03-5643-5751 中小企業府外
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（東京都）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の1 取締役社長 岡崎俊樹
株式会社アサヒファシリティズ0000009685 812-1071 大企業府外

（支店長 粂昌昭）

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町２丁目２番１３号 大阪堺筋ビル6階 代表取締役社長 鈴木一三
ALSOKファシリティーズ株式会社0000016711 06-6125-0345 大企業府外

（支社長 田中誠次）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 代表取締役 浜田和成
イオンディライト株式会社0000013920 06-7660-7290 大企業府外 （支社長 西川和伸）

伊藤忠アーバンコミュニティ株式 （東京都）東京都中央区7-1日本橋本町２丁目7番1号 代表取締役社長 深城浩二
0000021603 03-3662-5100 大企業府外 （ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員）会社

大阪府和泉市黒鳥町三丁目4番8号 代表取締役 遠藤裕康
株式会社エイビック0000021112 0725-46-5332 中小企業府外

エス・イー・シーエレベーター株 （東京都）大阪府大阪市中央区淡路町３丁目3-10 代表取締役 鈴木孝夫
0000019875 06-6208-2510 大企業府外

（関西支社長 西田悟朗）式会社

（東京都）大阪府大阪市中央区安土町三丁目4番10号 取締役社長 内山雅弘
株式会社エレケア0000015406 06-6271-5821 中小企業府外

（支店長 平藤祐司）

大阪府大阪市北区豊崎六丁目5番8号 代表取締役社長 山口博章
株式会社大阪メトロサービス0000022366 06-6136-4004 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市 中央区備後町 １丁目7番10号 代表取締役 鼻戸勝紀
大林ファシリティーズ株式会社0000010004 06-4964-1651 中小企業府外 （取締役副社長執行役員大阪支店長 森良史）

（大阪府）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 代表取締役 松田敏樹
関西明裝株式会社0000003604 583-0911 大企業府外 （取締役京滋支社長 佐野誠治）

（滋賀県）京都府京都市左京区聖護院円頓美町11番地10 代表取締役 梶雅弘
キタイ設計株式会社0000007564 762-2150 大企業府外 （所長 内藤秀俊）

（福島県）大阪府大阪市 中央区島之内 １丁目21-19 オリエンタル堺筋ビル6F 代表取締役 吾妻学
キョウワプロテック株式会社0000014026 06-7711-1911 中小企業府外

（大阪事業所長 湯浅義浩）

（大阪府）京都府京都市伏見区北浜町595-103 代表取締役 西田克也
近畿ビルサービス株式会社0000023615 603-5556 中小企業府外

（所長 山本伸司）

（埼玉県）大阪府大阪市北区中之島二丁目2番2号 大阪中之島ビル8階 代表取締役 川鍋大二
株式会社クリーン工房0000013134 06-6223-5450 大企業府外 （専務取締役 川鍋一朗）

広島県広島市中区東白島町19-3 代表取締役 山本剛史
株式会社クリエイタス0000022053 082-211-3333 中小企業府外

（東京都）大阪府高槻市芥川町一丁目7番26号 代表取締役 鎌田裕久
株式会社クリタス0000006654 072-686-6733 中小企業府外 （西日本支社長 町井昌宏）

東京都港区芝一丁目14番4号 代表取締役 高橋祐一
株式会社グローバルステージ0000022031 03-6271-9560 中小企業府外

（奈良県）京都府木津川市相楽城西71番地1-225 代表取締役 寺嶋圭一
株式会社ＫＢＳ0000023223 050-3619-9902 中小企業府外 （所長 寺嶋伊代子）

（大阪府）京都府京都市左京区田中上柳町25-3 京阪出町柳ビル 代表取締役 内田茂信
京阪ビルテクノサービス株式会社0000005806 706-8650 中小企業府外 （営業所長 塩谷晋司）
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兵庫県姫路市北条 １丁目408番5 代表取締役 東義雄
光栄産業株式会社0000018147 079-282-5551 中小企業府外

広島県広島市中区袋町4番31号 代表取締役 福井滋
株式会社合人社計画研究所0000011855 082-247-7994 大企業府外

大阪府大阪市北区池田町1番43号 三精ビル 代表取締役 高岡岳史
株式会社三精エンジニアリング0000006677 06-6357-0791 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区宮原四丁目3番29号 代表取締役 良知昇
三精テクノロジーズ株式会社0000005263 06-6393-5661 大企業府外

大阪府大阪市中央区和泉町１丁目1番14号 代表取締役 方山典優
株式会社サンメンテナンス0000009518 06-4791-0100 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番7号 代表取締役 富永秀行
株式会社シミズ・ビルライフケア0000007088 06-6443-0508 中小企業府外 （支社長 近江愼二）

（兵庫県）大阪府大阪市淀川区宮原3丁目3番31号 上村ニッセイビル 代表取締役 五十川龍之
新明和工業株式会社0000000207 06-4807-5520 大企業府外

（支店長 安原巧）

大阪府大阪市北区天神橋7丁目7番5号 代表取締役 高石寧夫
伸和サービス株式会社0000012753 06-6351-0065 大企業府外

東京都千代田区二番町３番地 代表取締役社長 大竹弘孝
株式会社ＪＭ0000021291 03-5275-7048 大企業府外

ジャパンエレベーターサービス関 大阪府大阪市中央区伏見町４丁目2番14号 代表取締役 宇野真輔
0000021612 06-6125-5001 中小企業府外西株式会社

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 代表取締役社長 尾関一郎
セコム株式会社0000000757 03-5775-8475 大企業府外

三重県津市丸之内10番9号 代表取締役 田端進也
株式会社田端隆建築設計0000020238 059-221-3580 中小企業府外

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市東淀川区東中島２丁目15番5号 代表取締役 兒玉康資
ダイコー株式会社0000006528 06-6322-7551 中小企業府外

（支店長 森田直樹）

（東京都）大阪府大阪市西区西本町3丁目1番43号 代表取締役 塚本正進
塚本商事機械株式会社0000014036 06-6541-5011 中小企業府外 （支店長 森裕之）

株式会社トータルシティービル管 （東京都）静岡県静岡市葵区紺屋町11番地17 桜井・第一共同ビルディング7階 代表取締役 鈴木秀行
0000023550 054-254-1960 中小企業府外 （支店長 山本信介）理

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町三丁目2番8号 代表取締役 木村昌平
株式会社東急コミュニティー0000017179 06-4704-0138 大企業府外 （事業部長 中川達二）

東京都新宿区西新宿6丁目14番1号 代表取締役 野島信明
東京ビジネスサービス株式会社0000008788 03-3344-4551 大企業府外

（神奈川県）大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目1番地43 代表取締役 川崎幹
東芝エレベータ株式会社0000005533 06-6622-3350 大企業府外 （支社長 松下徳文）

滋賀県彦根市犬方町790番地 代表取締役 篠村安弘
株式会社ナショナルメンテナンス0000017278 0749-28-7300 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0026 建物管理
0003 昇降設備保守管理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目3番19号 南海日本橋ビル 代表取締役 西山哲弘
南海ビルサービス株式会社0000014889 06-6647-0001 大企業府外

大阪府大阪市中央区南船場一丁目17番10号 取締役社長 嶋田有孝
株式会社日経サービス0000005819 06-6268-6588 中小企業府外

日本オーチス・エレベータ株式会 （東京都）京都府京都市南区上鳥羽大物町28 代表取締役 山上浩
0000001685 748-8500 中小企業府外 （支店長 竹内淳郎）社

（東京都）大阪府大阪市西区土佐堀2丁目4番9号 代表取締役社長 千足邦男
日本エレベーター製造株式会社0000000472 06-6441-8021 中小企業府外 （所長 成瀬友章）

（東京都）京都府京都市 中京区烏丸通 四条上る笋町691 りそな京都ビル9階 代表取締役社長 福田慎太郎
日本管財株式会社0000007848 254-2733 大企業府外 （京都支店長 永田大蔵）

（東京都）大阪府大阪市中央区内本町1-2-1 代表取締役 迫野翼
株式会社日本ビルテクノス0000007114 06-6360-9509 中小企業府外 （所長 坂井田豊）

（東京都）大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号 代表取締役社長 臼井賢
日本メックス株式会社0000006449 06-4706-5622 中小企業府外

（常務取締役支店長 谷島錦吾）

大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-1200号 代表取締役 坂下芳史
株式会社ハウスビルシステム0000008629 06-6346-5454 大企業府外

大阪府大阪市北区大淀中１丁目14番8号 代表取締役 西村好夫
阪神輸送機株式会社0000015998 06-6454-1201 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号 取締役社長 光冨眞哉
株式会社日立ビルシステム0000000399 06-6453-9243 大企業府外 （支社長 小口辰廣）

大阪府吹田市南金田2丁目12番1号 代表取締役社長 梶山龍誠
株式会社ビケンテクノ0000008329 06-6380-2141 大企業府外

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外 （所長 水谷博喜）

（東京都）京都府京都市下京区東洞院通四条下ル元悪王子町 51番地 東京建物四条烏丸ビ 代表取締役社長 岡田隆夫
フジテック株式会社0000001031 320-5300 大企業府外 ルＥＡＳＴ （支店長 山口治徳）

奈良県大和高田市大中16番地4 竹村ビル5階 代表取締役 虎走恵介
株式会社文政0000021582 0745-23-7775 中小企業府外

大阪府大阪市西成区津守3丁目3番1号 代表取締役 岸本毅
株式会社豊国昭和起重機製作所0000006970 06-6653-3841 中小企業府外

（鹿児島県）大阪府大阪市中央区城見2-1-61 代表取締役 遠藤達也
マーキュリーｴﾚﾍﾞｰﾀ株式会社0000023164 06-6942-8808 中小企業府外 （支社長 川口克己）

三菱電機ビルソリューションズ株 （東京都）大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 代表取締役 松本匡
0000005381 06-6355-6000 大企業府外 （執行役員関西支社長 向山達也）式会社

（東京都）大阪府大阪市北区西天満４丁目4番13号 取締役社長 北原博史
株式会社菱サ・ビルウェア0000010237 06-6366-1230 大企業府外 （取締役支店長 中西伸和）

（東京都）大阪府大阪市北区堂島２丁目2番2号 代表取締役 林良春
菱電エレベータ施設株式会社0000006471 06-4797-7370 中小企業府外 （取締役支店長 山内英彦）
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滋賀県守山市金森町917番地 代表取締役 青木高雄
アオキテクノ株式会社0000012765 077-583-0339 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の1 取締役社長 岡崎俊樹
株式会社アサヒファシリティズ0000009685 812-1071 大企業府外

（支店長 粂昌昭）

（東京都）大阪府大阪市中央区高麗橋２丁目2番2号 日宝北浜ビル4F-1 代表取締役 渡邉淳一
旭防災設備株式会社0000019588 06-6228-9550 中小企業府外 （大阪支店長 和田葉子）

大阪府羽曳野市伊賀５丁目1番4号 代表取締役 黒川洋
株式会社アスウェル0000018103 072-939-7861 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町２丁目２番１３号 大阪堺筋ビル6階 代表取締役社長 鈴木一三
ALSOKファシリティーズ株式会社0000016711 06-6125-0345 大企業府外 （支社長 田中誠次）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 代表取締役 浜田和成
イオンディライト株式会社0000013920 06-7660-7290 大企業府外

（支社長 西川和伸）

伊藤忠アーバンコミュニティ株式 （東京都）東京都中央区7-1日本橋本町２丁目7番1号 代表取締役社長 深城浩二
0000021603 03-3662-5100 大企業府外

（ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員）会社

京都府福知山市篠尾新町３丁目３番地 代表取締役 井上大輔
井上株式会社0000015160 0773-23-3205 中小企業市外

大阪府大阪市淀川区西中島3丁目9番13号 代表取締役 北村正道
岩谷化学工業株式会社0000010579 06-6886-6651 中小企業府外

大阪府大阪市阿倍野区旭町１丁目3番3 代表取締役 西口茂樹
株式会社エーシーユー0000018082 06-6633-8880 中小企業府外

（兵庫県）大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目１番３号 代表取締役 酒井勇次
エア・ウォーター防災株式会社0000013690 06-6394-9520 大企業府外 （支社長 河村繁郎）

大阪府和泉市黒鳥町三丁目4番8号 代表取締役 遠藤裕康
株式会社エイビック0000021112 0725-46-5332 中小企業府外

株式会社大阪ガスファシリティー 大阪府大阪市東成区中道一丁目4番2号 代表取締役社長 木下立人
0000015246 06-6978-5850 大企業府外ズ

大阪府大阪市北区豊崎六丁目5番8号 代表取締役社長 山口博章
株式会社大阪メトロサービス0000022366 06-6136-4004 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市 中央区備後町 １丁目7番10号 代表取締役 鼻戸勝紀
大林ファシリティーズ株式会社0000010004 06-4964-1651 中小企業府外 （取締役副社長執行役員大阪支店長 森良史）

滋賀県大津市富士見台39-11 代表取締役 畑和樹
カズテクノ株式会社0000023182 075-582-5577 中小企業府外

大阪府大阪市中央区南船場１丁目11-9 長堀八千代ビル 代表取締役 瀧口泰寛
株式会社カンキョウ0000017562 06-6266-9169 中小企業府外

滋賀県大津市唐崎２丁目14番18号 代表取締役 山本亜紀子
株式会社関西シーケンス管理0000020418 077-577-1404 中小企業府外

関西ホーチキエンジニアリング株 大阪府大阪市北区角田町8番1号 大阪梅田ツインタワーズ・ノース２２階 代表取締役社長 松浦敏喜
0000013808 06-6232-8801 中小企業府外式会社
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（大阪府）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 代表取締役 松田敏樹
関西明裝株式会社0000003604 583-0911 大企業府外

（取締役京滋支社長 佐野誠治）

大阪府大阪市西成区花園南一丁目4番4号 代表取締役 清水雅也
株式会社カンソー0000015874 06-6658-1534 大企業府外

株式会社かんでんエンジニアリン （大阪府）京都府京都市南区上鳥羽尻切町5-2 代表取締役社長 野田正信
0000003110 671-2171 大企業府外 （支店長 稲垣浩一郎）グ

京都府宇治市宇治里尻62-3 代表取締役 井上馨
株式会社カンメン0000006936 0774-21-2910 中小企業市外

（滋賀県）京都府京都市左京区聖護院円頓美町11番地10 代表取締役 梶雅弘
キタイ設計株式会社0000007564 762-2150 大企業府外 （所長 内藤秀俊）

（滋賀県）京都府京都市南区東九条松田町138番地2 代表取締役 福永悟
キノンビクス株式会社0000014640 634-8201 中小企業府外 （支店長 中井洋介）

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通綾小路下ル二帖半敷町646番地 代表取締役 十河元太郎
協和テクノロジィズ株式会社0000003854 354-3400 中小企業府外

（所長 松本克嗣）

（福島県）大阪府大阪市 中央区島之内 １丁目21-19 オリエンタル堺筋ビル6F 代表取締役 吾妻学
キョウワプロテック株式会社0000014026 06-7711-1911 中小企業府外

（大阪事業所長 湯浅義浩）

大阪府大阪市北区天満3丁目9番6号 代表取締役 坂本恵一
近畿設備株式会社0000006945 06-6356-3977 中小企業府外

大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 代表取締役 前田葉子
近畿電気消防保安株式会社0000022679 06-6454-0072 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市伏見区北浜町595-103 代表取締役 西田克也
近畿ビルサービス株式会社0000023615 603-5556 中小企業府外 （所長 山本伸司）

（大阪府）京都府京都市南区西九条池ノ内町106 取締役社長 則竹博安
近鉄ファシリティーズ株式会社0000005422 693-9001 大企業府外 （支店長 中野伸二）

（埼玉県）大阪府大阪市北区中之島二丁目2番2号 大阪中之島ビル8階 代表取締役 川鍋大二
株式会社クリーン工房0000013134 06-6223-5450 大企業府外

（専務取締役 川鍋一朗）

広島県広島市中区東白島町19-3 代表取締役 山本剛史
株式会社クリエイタス0000022053 082-211-3333 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区間之町通御池上る高田町502番地 花柳ビル2階6号室 代表取締役 糟谷剛之
株式会社クレイブ0000023139 366-4776 中小企業府外 （所長 阿部真実）

東京都港区芝一丁目14番4号 代表取締役 高橋祐一
株式会社グローバルステージ0000022031 03-6271-9560 中小企業府外

（奈良県）京都府木津川市相楽城西71番地1-225 代表取締役 寺嶋圭一
株式会社ＫＢＳ0000023223 050-3619-9902 中小企業府外 （所長 寺嶋伊代子）

（滋賀県）京都府京都市山科区大塚高岩12番地の30 代表取締役 川向洋司
株式会社京津商会0000005944 585-3081 中小企業府外 （支社長 橋本聡）

（大阪府）京都府京都市左京区田中上柳町25-3 京阪出町柳ビル 代表取締役 内田茂信
京阪ビルテクノサービス株式会社0000005806 706-8650 中小企業府外 （営業所長 塩谷晋司）

株式会社建設環境コンサルティン （大阪府）大阪府大阪市中央区北浜東4番33号 代表取締役 山下敏之
0000007950 06-4791-3151 中小企業府外 （大阪支店長 西達樹）グ
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兵庫県姫路市北条 １丁目408番5 代表取締役 東義雄
光栄産業株式会社0000018147 079-282-5551 中小企業府外

大阪府大阪市北区梅田一丁目1番3号 代表取締役 南昭彦
コスモエンジニアリング株式会社0000008334 06-6147-3080 中小企業府外

大阪府大阪市北区西天満4丁目11番23号 代表取締役 南昭彦
コスモ建物管理株式会社0000008335 06-6365-5581 中小企業府外

広島県広島市中区袋町4番31号 代表取締役 福井滋
株式会社合人社計画研究所0000011855 082-247-7994 大企業府外

大阪府大阪市中央区和泉町１丁目1番14号 代表取締役 方山典優
株式会社サンメンテナンス0000009518 06-4791-0100 中小企業府外

兵庫県尼崎市西長洲町１丁目1-45 代表取締役社長 衣斐司郎
三友工業株式会社0000010365 06-6488-6333 中小企業府外

京都府宮津市字鶴賀2070番地の1 代表取締役 今井一雄
株式会社三洋商事0000023153 0772-22-4333 中小企業市外

（東京都）京都府京都市南区吉祥院嶋川原田町16 代表取締役 高山盟司
三和シヤッター工業株式会社0000003070 661-6105 大企業府外

（統括所長 川口明夫）

（東京都）大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番7号 代表取締役 富永秀行
株式会社シミズ・ビルライフケア0000007088 06-6443-0508 中小企業府外 （支社長 近江愼二）

大阪府大阪市北区天神橋7丁目7番5号 代表取締役 高石寧夫
伸和サービス株式会社0000012753 06-6351-0065 大企業府外

東京都千代田区二番町３番地 代表取締役社長 大竹弘孝
株式会社ＪＭ0000021291 03-5275-7048 大企業府外

（神奈川県）神奈川県横浜市緑区白山116-2 代表取締役 江口祥一郎
株式会社ＪＶＣケンウッド0000008388 045-939-7046 大企業府外 （営業部長 坂本卓也）

大阪府大阪市北区末広町1番22号 代表取締役 小野謙治
ジャトー株式会社0000000331 06-6313-1351 中小企業府外

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 代表取締役社長 尾関一郎
セコム株式会社0000000757 03-5775-8475 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島4丁目12番12号 代表取締役 後藤悟志
株式会社太平エンジニアリング0000006220 06-6390-5959 大企業府外 （支店長 木股良三）

（東京都）京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町 625番地 東京建物四条烏丸ビルW 代表取締役会長兼社長 狩野伸彌
太平ビルサービス株式会社0000008383 213-5792 大企業府外 EST3階 （支店長 松田栄太朗）

三重県津市丸之内10番9号 代表取締役 田端進也
株式会社田端隆建築設計0000020238 059-221-3580 中小企業府外

京都府福知山市東羽合町164番地 代表取締役 新庄昭仁
株式会社丹新ビルサービス0000013954 0773-24-4602 中小企業市外

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

大阪府守口市大日東町12番5号 代表取締役 辻村典彦
第一防災株式会社0000005916 06-6902-2372 中小企業府外
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大阪府大阪市北区大淀中3丁目16番12号 F&Gビル 代表取締役 兒玉佳大
大都保全興業株式会社0000010408 06-6453-4813 中小企業府外

株式会社トータルシティービル管 （東京都）静岡県静岡市葵区紺屋町11番地17 桜井・第一共同ビルディング7階 代表取締役 鈴木秀行
0000023550 054-254-1960 中小企業府外

（支店長 山本信介）理

株式会社トーヨーコーポレーショ 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目21番35号 代表取締役 山本雅昭
0000009581 06-6443-2061 中小企業府外ン

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町三丁目2番8号 代表取締役 木村昌平
株式会社東急コミュニティー0000017179 06-4704-0138 大企業府外 （事業部長 中川達二）

東京都新宿区西新宿6丁目14番1号 代表取締役 野島信明
東京ビジネスサービス株式会社0000008788 03-3344-4551 大企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 四条ＳＥＴビル8階 取締役社長 青木宏明
東光電気工事株式会社0000001699 213-4950 大企業府外 （所長 中根洋心）

（東京都）大阪府大阪市中央区平野町４丁目2番3号 代表取締役 長尾克己
東テク株式会社0000000230 06-6203-4871 大企業府外

（常務執行役員支店長 糸満睦夫）

（京都府）京都府久世郡久御山町田井東荒見27-1 代表取締役社長 大蔵浩二
株式会社トミナガ0000003743 050-3185-0013 中小企業市外

（支店長 一力清志）

滋賀県彦根市犬方町790番地 代表取締役 篠村安弘
株式会社ナショナルメンテナンス0000017278 0749-28-7300 中小企業府外

大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目3番19号 南海日本橋ビル 代表取締役 西山哲弘
南海ビルサービス株式会社0000014889 06-6647-0001 大企業府外

京都府宇治市木幡南山82番地54 代表取締役 西村俊彦
西村防災設備株式会社0000015301 0774-38-2020 中小企業市外

大阪府大阪市中央区南船場一丁目17番10号 取締役社長 嶋田有孝
株式会社日経サービス0000005819 06-6268-6588 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 代表取締役社長 沖昌徳
ニッタン株式会社0000012618 213-5501 大企業府外

（支店長 中島俊咲）

日東カストディアル・サービス株 （東京都）京都府京都市伏見区深草堀田町10番地1 京阪藤の森ビル８Ｆ 代表取締役 嶋立義之
0000017345 634-8737 大企業府外

（京都支店長 西英聖）式会社

大阪府大阪市港区磯路二丁目21番1号 代表取締役社長 戸谷典嗣
日本電通株式会社0000005193 06-6577-4121 大企業府外

（東京都）京都府京都市 中京区烏丸通 四条上る笋町691 りそな京都ビル9階 代表取締役社長 福田慎太郎
日本管財株式会社0000007848 254-2733 大企業府外 （京都支店長 永田大蔵）

（愛知県）大阪府箕面市船場東2丁目4番56号 代表取締役 田中洋二
日本空調サービス株式会社0000005499 072-726-1400 大企業府外 （執行役員支店長 渡辺秀一）

（東京都）大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号 代表取締役社長 臼井賢
日本メックス株式会社0000006449 06-4706-5622 中小企業府外 （常務取締役支店長 谷島錦吾）

（東京都）京都府京都市南区唐橋西平垣町7番地2 代表取締役社長 岡村武士
能美防災株式会社0000000964 694-1192 大企業府外 （支社長 浦谷守）

大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-1200号 代表取締役 坂下芳史
株式会社ハウスビルシステム0000008629 06-6346-5454 大企業府外
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パナソニックコンシューマーマー （東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 ツイン２１ 代表取締役 宮地晋治
0000019786 06-4794-7002 大企業府外

（支社長 中島慎吾）ケティング株式会社

パナソニック防災システムズ株式 （東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 代表取締役 古西浩之
0000020905 06-6942-9041 中小企業府外

（支社長 山根浩司）会社

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号 取締役社長 光冨眞哉
株式会社日立ビルシステム0000000399 06-6453-9243 大企業府外 （支社長 小口辰廣）

大阪府吹田市南金田2丁目12番1号 代表取締役社長 梶山龍誠
株式会社ビケンテクノ0000008329 06-6380-2141 大企業府外

富士通ネットワークソリューショ （神奈川県）大阪府大阪市西区江戸堀一丁目5番16号 代表取締役社長 志真哲夫
0000001103 092-707-5630 大企業府外 （関西エリア統括部長補佐 川上等）ンズ株式会社

（東京都）大阪府東大阪市長田東1丁目3番28 代表取締役 中島省吾
文化シヤッターサービス株式会社0000014602 06-6782-6343 大企業府外 （支店長 服部光一）

奈良県大和高田市大中16番地4 竹村ビル5階 代表取締役 虎走恵介
株式会社文政0000021582 0745-23-7775 中小企業府外

大阪府大阪市住之江区粉浜西1丁目2番6号 代表取締役 米澤勉
平和興業株式会社0000007267 06-6672-0216 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 代表取締役社長執行役員 山形明夫
ホーチキ株式会社0000016277 075-211-4376 大企業府外 （支社長 大野明一）

（大阪府）京都府京田辺市三山木 大南山36番5号 代表取締役 山下勝
株式会社ホープ0000009357 0774-68-2277 中小企業府外 （営業所長 山下文子）

（石川県）滋賀県大津市瀬田６丁目3番19号 代表取締役社長 早川信之
株式会社ほくつう0000015233 077-543-1113 大企業府外 （支店長 和田直己）

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外

株式会社マイスターエンジニアリ （東京都）大阪府大阪市北区大淀南１丁目11番13号 代表取締役 平野大介
0000006122 06-6458-5586 大企業府外

（大阪支社統括 迫田隆文）ング

ヤンマーエネルギーシステム株式 （大阪府）兵庫県尼崎市潮江一丁目3番30号 代表取締役社長 山下宏治
0000013052 06-4960-8158 大企業府外

（執行役員大阪支社長 新見雅徳）会社

大阪府大阪市浪速区桜川四丁目1番32号 代表取締役 中務稔也
株式会社ユニテックス0000010546 06-4392-4555 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区西天満４丁目4番13号 取締役社長 北原博史
株式会社菱サ・ビルウェア0000010237 06-6366-1230 大企業府外 （取締役支店長 中西伸和）

東京都中央区日本橋人形町2丁目25番13号 代表取締役社長 中上孝文
株式会社リンレイサービス0000010560 03-5643-5751 中小企業府外
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東京都豊島区南大塚三丁目30番3号 代表取締役 横田祐平
株式会社アイネットサポート0000023416 03-6632-1160 大企業府外

（愛知県）滋賀県長浜市宮司町76番地7 代表取締役 恒川賢太
朝日電気工業株式会社0000020939 0749-53-4607 中小企業府外

（所長 北村祐喜）

東京都港区芝浦４丁目16番23号 代表取締役 木越健二
株式会社アセント0000007061 03-5419-6022 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町２丁目２番１３号 大阪堺筋ビル6階 代表取締役社長 鈴木一三
ALSOKファシリティーズ株式会社0000016711 06-6125-0345 大企業府外 （支社長 田中誠次）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 代表取締役 浜田和成
イオンディライト株式会社0000013920 06-7660-7290 大企業府外 （支社長 西川和伸）

伊藤忠アーバンコミュニティ株式 （東京都）東京都中央区7-1日本橋本町２丁目7番1号 代表取締役社長 深城浩二
0000021603 03-3662-5100 大企業府外

（ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員）会社

京都府福知山市篠尾新町３丁目３番地 代表取締役 井上大輔
井上株式会社0000015160 0773-23-3205 中小企業市外

株式会社ＨＹＳエンジニアリング （東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目2番22号 代表取締役 飯田一郎
0000006019 06-6947-5931 大企業府外 （支店長 小俣勇二）サービス

株式会社ＨＹＫヒューマンサポー 東京都中央区日本橋本石町3丁目2番地3号 日本橋オリーブビル3階 代表取締役 大貫和彦
0000023541 03-6262-1183 中小企業府外ト

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 代表取締役 牛島祐之
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社0000001649 256-8950 大企業府外 （支店長 壷内栄慈）

ＮＥＣプラットフォームズ株式会 （東京都）大阪府大阪市西区新町１丁目13番3号 四ツ橋KFビル１２階 代表取締役執行役員社長 田熊範孝
0000006738 06-6538-8600 大企業府外 （支社長 溝端浩文）社

（大阪府）大阪府大阪市都島区東野田町四丁目15番82号 代表取締役社長 桂一詞
株式会社ＮＴＴフィールドテクノ0000021518 06-6450-5000 中小企業府外

（取締役関西支店長 篠浦伸得）

大阪府大阪市北区豊崎六丁目5番8号 代表取締役社長 山口博章
株式会社大阪メトロサービス0000022366 06-6136-4004 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区備後町2丁目6番8号 代表取締役 竹内敏尚
ＯＫＩクロステック株式会社0000001045 06-4705-2300 大企業府外 （関西支社長 鈴木良孝）

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577番地2 代表取締役 森孝廣
沖電気工業株式会社0000000760 251-6620 大企業府外 （支店長 木下浩二）

愛知県名古屋市千種区日和町5丁目3番地 本山日和町ヒルズ3階 代表理事 佐渡治彦
一般社団法人カリエーレ・コムサ0000023623 090-1759-4631 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 代表取締役 松田敏樹
関西明裝株式会社0000003604 583-0911 大企業府外 （取締役京滋支社長 佐野誠治）

（東京都）大阪府吹田市江坂町１丁目23番5号 大同生命江坂第２ビル 代表取締役 神部雅人
神田通信機株式会社0000019890 06-6385-1431 大企業府外 （支店長 新川真吾）

（滋賀県）京都府京都市左京区聖護院円頓美町11番地10 代表取締役 梶雅弘
キタイ設計株式会社0000007564 762-2150 大企業府外 （所長 内藤秀俊）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0026 建物管理
0005 電話・放送設備保守管理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（滋賀県）京都府京都市南区東九条松田町138番地2 代表取締役 福永悟
キノンビクス株式会社0000014640 634-8201 中小企業府外

（支店長 中井洋介）

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通綾小路下ル二帖半敷町646番地 代表取締役 十河元太郎
協和テクノロジィズ株式会社0000003854 354-3400 中小企業府外

（所長 松本克嗣）

（奈良県）京都府木津川市相楽城西71番地1-225 代表取締役 寺嶋圭一
株式会社ＫＢＳ0000023223 050-3619-9902 中小企業府外 （所長 寺嶋伊代子）

大阪府大阪市中央区北久宝寺町１丁目9番1号 代表取締役 岸村智志
三和通信工業株式会社0000016609 06-6266-3211 中小企業府外

株式会社システムエンジニアリン 東京都台東区柳橋一丁目13番3号 代表取締役 田口純
0000022533 03-3866-3261 中小企業府外グ

（兵庫県）滋賀県栗東市出庭2004-1 代表取締役 安藤和正
株式会社城山0000013059 077-599-1727 中小企業府外 （所長 今井貴介）

大阪府大阪市北区天神橋7丁目7番5号 代表取締役 高石寧夫
伸和サービス株式会社0000012753 06-6351-0065 大企業府外

株式会社ＪＶＣケンウッド・公共 （神奈川県）大阪府大阪市福島区鷺洲１丁目11番19号 大阪福島セントラルビル4階 代表取締役 上原輝久
0000000312 06-6450-4632 大企業府外

（支店長 後藤智博）産業システム

大阪府大阪市北区末広町1番22号 代表取締役 小野謙治
ジャトー株式会社0000000331 06-6313-1351 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区大宮通仏光寺下ル五坊大宮町80番地 代表取締役 荒居新蔵
株式会社スイタ情報システム0000003802 803-0456 中小企業府外 （支社長 河村吉則）

セイコータイムクリエーション株 （東京都）大阪府大阪市中央区南船場2-7-26 代表取締役社長 萩原健二
0000006352 06-4705-9311 大企業府外 （所長 大田英樹）式会社

（兵庫県）大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号 代表取締役 西井希伊
西菱電機株式会社0000012731 06-4797-7601 大企業府外 （支社長 川端真史）

（東京都）東京都品川区北品川五丁目11番3号 代表取締役 粂川滋
ソニーマーケティング株式会社0000018632 050-3809-1133 大企業府外

（統括部長 松崎直人）

東京都港区海岸一丁目7番1号 代表取締役 今井康之
ソフトバンク株式会社0000019570 03-6889-2699 大企業府外

大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番19号 代表取締役 高木健
タカギエレクトロニクス株式会社0000005847 06-6209-3331 中小企業府外

三重県津市丸之内10番9号 代表取締役 田端進也
株式会社田端隆建築設計0000020238 059-221-3580 中小企業府外

（北海道）大阪府大阪市淀川区宮原１丁目1番1号 代表取締役 楠美宗城
株式会社通電技術0000021517 06-7662-9103 中小企業府外 （所長 高橋博靖）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島２丁目2番2号 代表取締役社長 江森勲
都築電気株式会社0000001152 06-6204-7000 大企業府外 （ソリューションビジネス本部部長 田谷俊）

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

（兵庫県）京都府京都市南区東九条西山王町11 白川ビル2 5階 代表取締役社長 長代輝彦
ＤＸアンテナ株式会社0000005346 320-4118 大企業府外 （所長 中谷寛）
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大阪府大阪市 西区西本町 １丁目12番7号 代表取締役 前田康博
東亜通信株式会社0000017352 06-6578-1428 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町三丁目2番8号 代表取締役 木村昌平
株式会社東急コミュニティー0000017179 06-4704-0138 大企業府外

（事業部長 中川達二）

東京都港区西新橋２丁目35番2号 代表取締役 清野英俊
東京テレメッセージ株式会社0000021030 03-5733-0247 中小企業府外

東京都新宿区西新宿6丁目14番1号 代表取締役 野島信明
東京ビジネスサービス株式会社0000008788 03-3344-4551 大企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 四条ＳＥＴビル8階 取締役社長 青木宏明
東光電気工事株式会社0000001699 213-4950 大企業府外 （所長 中根洋心）

（東京都）大阪府大阪市北区菅原町4番3号 代表取締役 宮坂秀雄
東陽工業株式会社0000023056 06-6362-9271 中小企業府外 （取締役支店長 藤谷康之）

（東京都）大阪府大阪市北区中崎西4丁目2番27号 代表取締役 新倉恵里子
株式会社東和エンジニアリング0000006439 06-6292-8555 中小企業府外

（支社長 河合慶二）

大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目3番19号 南海日本橋ビル 代表取締役 西山哲弘
南海ビルサービス株式会社0000014889 06-6647-0001 大企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区烏丸三条上ル場之町604 代表取締役社長 森林正彰
西日本電信電話株式会社0000005746 255-9070 大企業府外 （支店長 重田敦史）

（大阪府）京都府京都市中京区御池通西洞院東入橋之町741-3 代表取締役 竹田仁茂
日新ネットワークス株式会社0000001047 241-0251 中小企業府外 （京都支店長 松山寿博）

大阪府大阪市港区磯路二丁目21番1号 代表取締役社長 戸谷典嗣
日本電通株式会社0000005193 06-6577-4121 大企業府外

日本エレクトロニツクシステムズ 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目5番15号 代表取締役社長 藤田佳宏
0000006572 06-6886-1133 中小企業府外株式会社

日本テクニカル・サービス株式会 東京都世田谷区池尻3丁目10番3号 代表取締役 米谷恭児
0000007016 03-3413-8554 中小企業府外社

大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-1200号 代表取締役 坂下芳史
株式会社ハウスビルシステム0000008629 06-6346-5454 大企業府外

パナソニックコンシューマーマー （東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 ツイン２１ 代表取締役 宮地晋治
0000019786 06-4794-7002 大企業府外 （支社長 中島慎吾）ケティング株式会社

パナソニック防災システムズ株式 （東京都）大阪府大阪市中央区城見２丁目1番61号 代表取締役 古西浩之
0000020905 06-6942-9041 中小企業府外 （支社長 山根浩司）会社

（東京都）大阪府大阪市中央区北浜二丁目5番13号 北浜平和ビル7階 代表取締役社長 小林瑞夫
ヒビノスペーステック株式会社0000006356 06-6201-6677 中小企業府外 （所長 平澤良明）

（神奈川県）大阪府松原市西野々 ２丁目1番45号 代表取締役 斎藤悦郎
株式会社富士通ゼネラル0000006020 072-333-9000 大企業府外 （部長 中村裕一郎）

富士通ネットワークソリューショ （神奈川県）大阪府大阪市西区江戸堀一丁目5番16号 代表取締役社長 志真哲夫
0000001103 092-707-5630 大企業府外 （関西エリア統括部長補佐 川上等）ンズ株式会社

（東京都）京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535 日土地京都ビル 代表取締役 有冨英治
扶桑電通株式会社0000008375 255-0921 大企業府外 （所長 寺西達）
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奈良県大和高田市大中16番地4 竹村ビル5階 代表取締役 虎走恵介
株式会社文政0000021582 0745-23-7775 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99番地 代表取締役社長執行役員 山形明夫
ホーチキ株式会社0000016277 075-211-4376 大企業府外

（支社長 大野明一）

（石川県）滋賀県大津市瀬田６丁目3番19号 代表取締役社長 早川信之
株式会社ほくつう0000015233 077-543-1113 大企業府外 （支店長 和田直己）

（愛知県）大阪府大阪市中央区淡路町1-6-9 堺筋サテライトビル4Ｆ 代表取締役 端山佳誠
マスプロ電工株式会社0000003010 06-6233-2322 大企業府外 （支店長 勝永瑞樹）

福井県福井市豊島２丁目6番7号 代表取締役 土谷秀靖
株式会社マルツ電波0000021536 0776-22-0464 中小企業府外

三菱電機システムサービス株式会 （東京都）大阪府大阪市北区大淀中一丁目4番13号 代表取締役 山本雅之
0000006558 06-6454-3911 大企業府外 （取締役支社長 岡田英治）社

（東京都）京都府京都市伏見区横大路天王前52-1 代表取締役社長 中山俊樹
株式会社ミライト0000013677 644-9235 大企業府外

（支店長 岡崎紀彦）

株式会社ミライト・テクノロジー （大阪府）京都府京都市南区上鳥羽菅田町5番地 代表取締役 遠竹泰
0000006059 366-4111 大企業府外

（支店長 安達俊雄）ズ

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島４丁目7番18号 代表取締役 平井智勇
ヤマハサウンドシステム株式会社0000000544 06-6301-7263 中小企業府外 （所長 岸本一史）

（東京都）大阪府大阪市中央区高津315-2 大阪ビル本館 代表取締役社長 田村公正
株式会社ＵＳＥＮ0000021974 06-6643-8690 中小企業府外 （エンジニアセンター長 上田志朗）
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株式会社アークス・コーポレーシ 京都府長岡京市今里三ノ坪3-1 代表取締役 綿谷重子
0000023704 874-3001 中小企業市外ョン

（大阪府）京都府京都市 北区紫野 下柏野町6番9 代表取締役 山形喜久
株式会社アカツキ0000017268 748-0050 中小企業府外

（所長 小泉隆）

（大阪府）京都府京都市中京区柳馬場通御池下ル柳八幡町65 京都朝日ビル 代表取締役社長 大西信治
朝日建物管理株式会社0000000224 075-255-0545 大企業府外 （所長 清水浩）

（東京都）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の1 取締役社長 岡崎俊樹
株式会社アサヒファシリティズ0000009685 812-1071 大企業府外 （支店長 粂昌昭）

大阪府羽曳野市伊賀５丁目1番4号 代表取締役 黒川洋
株式会社アスウェル0000018103 072-939-7861 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町２丁目２番１３号 大阪堺筋ビル6階 代表取締役社長 鈴木一三
ALSOKファシリティーズ株式会社0000016711 06-6125-0345 大企業府外 （支社長 田中誠次）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 代表取締役 浜田和成
イオンディライト株式会社0000013920 06-7660-7290 大企業府外

（支社長 西川和伸）

伊藤忠アーバンコミュニティ株式 （東京都）東京都中央区7-1日本橋本町２丁目7番1号 代表取締役社長 深城浩二
0000021603 03-3662-5100 大企業府外 （ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員）会社

福岡県福岡市中央区大名二丁目4番30号 代表取締役 前川裕貴
株式会社ウィズグループ0000022041 092-712-0306 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区東九条上殿田町18番地 代表取締役 山形勝也
株式会社エー・エス・ジー0000017324 748-6432 中小企業府外 （所長 梶原大輔）

大阪府大阪市阿倍野区旭町１丁目3番3 代表取締役 西口茂樹
株式会社エーシーユー0000018082 06-6633-8880 中小企業府外

株式会社ＨＹＫヒューマンサポー 東京都中央区日本橋本石町3丁目2番地3号 日本橋オリーブビル3階 代表取締役 大貫和彦
0000023541 03-6262-1183 中小企業府外ト

（大阪府）京都府京都市伏見区桃山町泰長老134番地5 代表取締役 落合稔
株式会社エイトクリエーション0000022001 605-0011 中小企業府外

（京都支店長 田中裕也）

（大阪府）大阪府枚方市北山1丁目54番55号 代表取締役 武藤正幸
株式会社エコ・テクノ0000007152 072-864-1623 中小企業府外 （枚方支店長 高原久）

（東京都）大阪府大阪市中央区平野町二丁目3番7号 代表取締役 大木一雄
株式会社オーエンス0000009905 06-6226-0511 大企業府外 （支店長 辻司）

京都府宇治市槇島町門口32番1 代表取締役 上田修
株式会社O's Corporation0000023142 0774-46-8210 中小企業市外

株式会社大阪ガスファシリティー 大阪府大阪市東成区中道一丁目4番2号 代表取締役社長 木下立人
0000015246 06-6978-5850 大企業府外ズ

（東京都）大阪府大阪市 中央区備後町 １丁目7番10号 代表取締役 鼻戸勝紀
大林ファシリティーズ株式会社0000010004 06-4964-1651 中小企業府外 （取締役副社長執行役員大阪支店長 森良史）

滋賀県大津市唐崎２丁目14番18号 代表取締役 山本亜紀子
株式会社関西シーケンス管理0000020418 077-577-1404 中小企業府外
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（大阪府）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 代表取締役 松田敏樹
関西明裝株式会社0000003604 583-0911 大企業府外

（取締役京滋支社長 佐野誠治）

大阪府大阪市西成区花園南一丁目4番4号 代表取締役 清水雅也
株式会社カンソー0000015874 06-6658-1534 大企業府外

京都府宇治市宇治里尻62-3 代表取締役 井上馨
株式会社カンメン0000006936 0774-21-2910 中小企業市外

（京都府）京都府宇治市白川 川上り谷81番地の12 代表取締役 橋内勇生
有限会社キョーカン0000018759 0774-28-6900 中小企業市外 （専務取締役 門奈邦治）

（福島県）大阪府大阪市 中央区島之内 １丁目21-19 オリエンタル堺筋ビル6F 代表取締役 吾妻学
キョウワプロテック株式会社0000014026 06-7711-1911 中小企業府外 （大阪事業所長 湯浅義浩）

（大阪府）京都府京都市伏見区北浜町595-103 代表取締役 西田克也
近畿ビルサービス株式会社0000023615 603-5556 中小企業府外 （所長 山本伸司）

（大阪府）京都府京都市南区西九条池ノ内町106 取締役社長 則竹博安
近鉄ファシリティーズ株式会社0000005422 693-9001 大企業府外

（支店長 中野伸二）

（埼玉県）大阪府大阪市北区中之島二丁目2番2号 大阪中之島ビル8階 代表取締役 川鍋大二
株式会社クリーン工房0000013134 06-6223-5450 大企業府外

（専務取締役 川鍋一朗）

広島県広島市中区東白島町19-3 代表取締役 山本剛史
株式会社クリエイタス0000022053 082-211-3333 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区間之町通御池上る高田町502番地 花柳ビル2階6号室 代表取締役 糟谷剛之
株式会社クレイブ0000023139 366-4776 中小企業府外 （所長 阿部真実）

大阪府大阪市中央区博労町３丁目3番7号 代表取締役 今西久典
グローバルコミュニティ株式会社0000010380 06-7711-9680 大企業府外

東京都港区芝一丁目14番4号 代表取締役 高橋祐一
株式会社グローバルステージ0000022031 03-6271-9560 中小企業府外

（奈良県）京都府木津川市相楽城西71番地1-225 代表取締役 寺嶋圭一
株式会社ＫＢＳ0000023223 050-3619-9902 中小企業府外

（所長 寺嶋伊代子）

（大阪府）京都府京都市左京区田中上柳町25-3 京阪出町柳ビル 代表取締役 内田茂信
京阪ビルテクノサービス株式会社0000005806 706-8650 中小企業府外

（営業所長 塩谷晋司）

兵庫県姫路市北条 １丁目408番5 代表取締役 東義雄
光栄産業株式会社0000018147 079-282-5551 中小企業府外

大阪府大阪市北区西天満4丁目11番23号 代表取締役 南昭彦
コスモ建物管理株式会社0000008335 06-6365-5581 中小企業府外

大阪府大阪市北区西天満4丁目11番23号 代表取締役 南博行
コスモビルテクノ株式会社0000009019 06-6364-6890 大企業府外

広島県広島市中区袋町4番31号 代表取締役 福井滋
株式会社合人社計画研究所0000011855 082-247-7994 大企業府外

京都府長岡京市東神足１丁目3-1 代表取締役 奥村勝
株式会社サポーターズｊｐｎ0000019984 959-0339 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市 中央区南新町 ２丁目3番7号 代表取締役 吉澤幸夫
株式会社サンアメニティ0000018720 06-6944-5370 中小企業府外 （支社長 大瀧一作）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0027 清掃
0001 建物清掃

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

サントリーパブリシティサービス 東京都江東区豊洲３丁目2-24 豊洲フォレシア１６F 代表取締役 千大輔
0000021813 03-6221-2001 大企業府外株式会社

大阪府大阪市中央区和泉町１丁目1番14号 代表取締役 方山典優
株式会社サンメンテナンス0000009518 06-4791-0100 中小企業府外

大阪府大阪市北区堂島1-1-5 代表取締役 吉田正
株式会社ザイマックス関西0000022277 06-6341-2836 大企業府外

シダックス大新東ヒューマンサー （東京都）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 代表取締役 山田智治
0000009143 06-6539-2180 中小企業府外 （支店長 野嵜貴之）ビス株式会社

（東京都）大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番7号 代表取締役 富永秀行
株式会社シミズ・ビルライフケア0000007088 06-6443-0508 中小企業府外 （支社長 近江愼二）

大阪府大阪市北区天神橋7丁目7番5号 代表取締役 高石寧夫
伸和サービス株式会社0000012753 06-6351-0065 大企業府外

大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4番44号 代表取締役 三戸尉行
株式会社ＪＲ西日本メンテック0000008756 06-7175-8261 大企業府外

東京都千代田区二番町３番地 代表取締役社長 大竹弘孝
株式会社ＪＭ0000021291 03-5275-7048 大企業府外

岡山県倉敷市玉島乙島7041-14 D105 代表取締役 石井茂雄
株式会社スカイビルメンテック0000022515 086-486-5501 中小企業府外

大阪府大阪市 東成区東今里2丁目1番18号 代表取締役 伊藤秀之
株式会社スクールゴー0000018262 06-7777-8888 中小企業府外

奈良県北葛城郡河合町大字川合490番地 代表取締役 田畑三治
有限会社スケープテクチャー0000021279 0745-56-3107 中小企業府外

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 代表取締役社長 尾関一郎
セコム株式会社0000000757 03-5775-8475 大企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町87番地 ケイアイ興産京都ビル7 代表取締役 小谷野宗靖
株式会社セノン0000008682 254-1151 大企業府外 Ｆ （支社長 出来昭弘）

（東京都）大阪府大阪市西区南堀江一丁目18番4号 代表取締役社長 浜中裕之
大成有楽不動産株式会社0000009980 06-6538-1731 大企業府外

（支店長 太田孝三）

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島4丁目12番12号 代表取締役 後藤悟志
株式会社太平エンジニアリング0000006220 06-6390-5959 大企業府外 （支店長 木股良三）

（東京都）京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町 625番地 東京建物四条烏丸ビルW 代表取締役会長兼社長 狩野伸彌
太平ビルサービス株式会社0000008383 213-5792 大企業府外 EST3階 （支店長 松田栄太朗）

大阪府高槻市須賀町47番19号 代表取締役 長井正樹
株式会社高浄0000009796 072-675-5449 中小企業府外

滋賀県大津市大石中六丁目2番20号 代表取締役 竹之内米貴
株式会社タケノウチ0000016670 077-536-2261 中小企業府外

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

大阪府東大阪市箱殿町5番8号 代表取締役 齋藤昭
株式会社大軌0000017285 072-982-4181 中小企業府外
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大阪府枚方市出口3丁目1番20号 代表取締役 吉原毅
大建管理株式会社0000014730 072-834-2927 中小企業府外

大阪府枚方市田口山２丁目13番16号 代表取締役 井川眞知子
株式会社大千工業0000020237 072-380-9276 中小企業府外

大阪府大阪市北区大淀中3丁目16番12号 F&Gビル 代表取締役 兒玉佳大
大都保全興業株式会社0000010408 06-6453-4813 中小企業府外

東京都港区芝1丁目6番10号 代表取締役 佐藤信英
株式会社ダスキンヘルスケア0000010173 03-5484-3640 大企業府外

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

（愛知県）愛知県春日井市細木町2丁目136番地 代表取締役 水野守道
株式会社トーカイ0000023583 0568-33-2855 中小企業府外 （取締役 長澤陽介）

株式会社トータルシティービル管 （東京都）静岡県静岡市葵区紺屋町11番地17 桜井・第一共同ビルディング7階 代表取締役 鈴木秀行
0000023550 054-254-1960 中小企業府外

（支店長 山本信介）理

株式会社トータルプランニング・ 京都府長岡京市長岡1-32-8 代表取締役 野口孝子
0000015948 953-0108 中小企業市外エヌ

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町三丁目2番8号 代表取締役 木村昌平
株式会社東急コミュニティー0000017179 06-4704-0138 大企業府外 （事業部長 中川達二）

東京都新宿区西新宿6丁目14番1号 代表取締役 野島信明
東京ビジネスサービス株式会社0000008788 03-3344-4551 大企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番地 中信駅前ビル 代表取締役 松本雅文
東宝ビル管理株式会社0000017421 371-9333 大企業府外 （取締役支社長 唐土恵輔）

大阪府大阪市西区新町一丁目28番3号 代表取締役 和田妙純
株式会社東和総合サービス0000009578 06-6110-1234 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市伏見区深草西浦町七丁目18番地1 代表取締役 前田晋二
都市クリエイト株式会社0000002822 623-5688 大企業府外

（支店長 高尾昌城）

滋賀県彦根市犬方町790番地 代表取締役 篠村安弘
株式会社ナショナルメンテナンス0000017278 0749-28-7300 中小企業府外

大阪府東大阪市御厨中１丁目１２番２８号 代表取締役 浅田英喜
ナニワ商事株式会社0000013943 06-6787-0737 中小企業府外

大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目3番19号 南海日本橋ビル 代表取締役 西山哲弘
南海ビルサービス株式会社0000014889 06-6647-0001 大企業府外

大阪府大阪市中央区南船場一丁目17番10号 取締役社長 嶋田有孝
株式会社日経サービス0000005819 06-6268-6588 中小企業府外

株式会社ニッシンビルメンテナン 京都府相楽郡精華町大字菱田小字宮川原2-44 代表取締役 江口久雄
0000008949 0774-93-1551 中小企業市外ス

日東カストディアル・サービス株 （東京都）京都府京都市伏見区深草堀田町10番地1 京阪藤の森ビル８Ｆ 代表取締役 嶋立義之
0000017345 634-8737 大企業府外 （京都支店長 西英聖）式会社

東京都千代田区九段北1-11-5 代表取締役 高居隆章
日本カルミック株式会社0000000070 03-3230-6753 中小企業府外
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（東京都）京都府京都市 中京区烏丸通 四条上る笋町691 りそな京都ビル9階 代表取締役社長 福田慎太郎
日本管財株式会社0000007848 254-2733 大企業府外

（京都支店長 永田大蔵）

（東京都）大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号 代表取締役社長 臼井賢
日本メックス株式会社0000006449 06-4706-5622 中小企業府外

（常務取締役支店長 谷島錦吾）

兵庫県明石市大久保町松陰１０３３ー１０ 代表 安田仁
Ｎｅｏリサイクル0000023352 090-1448-8422 中小企業府外

大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-1200号 代表取締役 坂下芳史
株式会社ハウスビルシステム0000008629 06-6346-5454 大企業府外

大阪府大阪市中央区内本町1丁目1番10号 代表取締役 吉田聡
株式会社博明社0000014706 06-6941-6337 中小企業府外

東京都港区芝２丁目6番1号 代表取締役社長 三田部芳信
株式会社長谷工コミュニティ0000006114 03-3457-1222 大企業府外

阪急阪神クリーンサービス株式会 大阪府大阪市北区角田町1番1号 代表取締役社長 前田浩樹
0000016751 06-6312-2255 中小企業府外社

滋賀県大津市稲津二丁目14番17号 代表取締役 戸尾義宏
株式会社パーパス0000021567 077-572-8211 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号 取締役社長 光冨眞哉
株式会社日立ビルシステム0000000399 06-6453-9243 大企業府外 （支社長 小口辰廣）

兵庫県神戸市 兵庫区塚本通 ４丁目4番19 代表取締役 竹辻正
日之出管財株式会社0000017257 078-515-8110 中小企業府外

大阪府吹田市南金田2丁目12番1号 代表取締役社長 梶山龍誠
株式会社ビケンテクノ0000008329 06-6380-2141 大企業府外

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

奈良県大和高田市大中16番地4 竹村ビル5階 代表取締役 虎走恵介
株式会社文政0000021582 0745-23-7775 中小企業府外

大阪府大阪市住之江区粉浜西1丁目2番6号 代表取締役 米澤勉
平和興業株式会社0000007267 06-6672-0216 中小企業府外

（大阪府）京都府京田辺市三山木 大南山36番5号 代表取締役 山下勝
株式会社ホープ0000009357 0774-68-2277 中小企業府外 （営業所長 山下文子）

兵庫県尼崎市大庄西町1丁目2番3号 クレスト武庫川102号 代表取締役 嵯峨山公昭
有限会社豊和0000023686 06-6416-4343 中小企業府外

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外 （支店長 森田正樹）

大阪府大阪市中央区難波二丁目2番3号 代表取締役社長 石原浩一郎
ミディ総合管理株式会社0000011752 06-7633-8300 大企業府外

京都府城陽市富野中ノ芝2番地の3 代表 山口誠誉
山口美洗サービス0000008794 0774-54-1979 中小企業市外
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大阪府大阪市浪速区桜川四丁目1番32号 代表取締役 中務稔也
株式会社ユニテックス0000010546 06-4392-4555 中小企業府外

京都府久世郡久御山町佐山西ノ口25-3 代表取締役 山本哲二
株式会社ＬＥＥ0000019972 0774-44-8801 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市北区西天満４丁目4番13号 取締役社長 北原博史
株式会社菱サ・ビルウェア0000010237 06-6366-1230 大企業府外 （取締役支店長 中西伸和）

東京都中央区日本橋人形町2丁目25番13号 代表取締役社長 中上孝文
株式会社リンレイサービス0000010560 03-5643-5751 中小企業府外

（東京都）京都府京都市伏見区竹田久保町62番1号 1Ｆ 代表取締役 西本良一
株式会社レンタル＆クリーニング0000023618 0120-789-345 中小企業府外 （支店長代理 村上一三）
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株式会社アークス・コーポレーシ 京都府長岡京市今里三ノ坪3-1 代表取締役 綿谷重子
0000023704 874-3001 中小企業市外ョン

（東京都）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の1 取締役社長 岡崎俊樹
株式会社アサヒファシリティズ0000009685 812-1071 大企業府外

（支店長 粂昌昭）

（大阪府）大阪府大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル811号 代表取締役 小林和弘
株式会社アセンサ0000020505 06-6476-9235 中小企業府外 （支店長 松岡真司）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 代表取締役 浜田和成
イオンディライト株式会社0000013920 06-7660-7290 大企業府外 （支社長 西川和伸）

株式会社ＨＹＫヒューマンサポー 東京都中央区日本橋本石町3丁目2番地3号 日本橋オリーブビル3階 代表取締役 大貫和彦
0000023541 03-6262-1183 中小企業府外ト

（大阪府）京都府京都市伏見区桃山町泰長老134番地5 代表取締役 落合稔
株式会社エイトクリエーション0000022001 605-0011 中小企業府外

（京都支店長 田中裕也）

（大阪府）大阪府枚方市北山1丁目54番55号 代表取締役 武藤正幸
株式会社エコ・テクノ0000007152 072-864-1623 中小企業府外

（枚方支店長 高原久）

京都府宇治市槇島町門口32番1 代表取締役 上田修
株式会社O's Corporation0000023142 0774-46-8210 中小企業市外

大阪府大阪市西淀川区竹島３丁目5番17号 代表取締役 安村芳一
関西エイト株式会社0000020440 06-6471-6548 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 代表取締役 松田敏樹
関西明裝株式会社0000003604 583-0911 大企業府外 （取締役京滋支社長 佐野誠治）

（京都府）京都府宇治市白川 川上り谷81番地の12 代表取締役 橋内勇生
有限会社キョーカン0000018759 0774-28-6900 中小企業市外 （専務取締役 門奈邦治）

（福島県）大阪府大阪市 中央区島之内 １丁目21-19 オリエンタル堺筋ビル6F 代表取締役 吾妻学
キョウワプロテック株式会社0000014026 06-7711-1911 中小企業府外

（大阪事業所長 湯浅義浩）

（大阪府）京都府京都市伏見区北浜町595-103 代表取締役 西田克也
近畿ビルサービス株式会社0000023615 603-5556 中小企業府外

（所長 山本伸司）

大阪府松原市天美我堂三丁目67番地の1 代表取締役 國中賢一
株式会社国中環境開発0000015877 072-333-1343 中小企業府外

（埼玉県）大阪府大阪市北区中之島二丁目2番2号 大阪中之島ビル8階 代表取締役 川鍋大二
株式会社クリーン工房0000013134 06-6223-5450 大企業府外 （専務取締役 川鍋一朗）

（大阪府）京都府京都市中京区間之町通御池上る高田町502番地 花柳ビル2階6号室 代表取締役 糟谷剛之
株式会社クレイブ0000023139 366-4776 中小企業府外 （所長 阿部真実）

東京都港区芝一丁目14番4号 代表取締役 高橋祐一
株式会社グローバルステージ0000022031 03-6271-9560 中小企業府外

（奈良県）京都府木津川市相楽城西71番地1-225 代表取締役 寺嶋圭一
株式会社ＫＢＳ0000023223 050-3619-9902 中小企業府外 （所長 寺嶋伊代子）

兵庫県神戸市長田区海運町８丁目4番8号 江本ビル 代表取締役 谷山和義
株式会社幸和道路管理0000021835 078-731-1144 中小企業府外
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（東京都）大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目16番29号 代表取締役 中西将之
株式会社コンパンプレイスケープ0000020754 06-6244-0131 中小企業府外

（大阪営業所長 池田健二）

（東京都）大阪府大阪市 中央区南新町 ２丁目3番7号 代表取締役 吉澤幸夫
株式会社サンアメニティ0000018720 06-6944-5370 中小企業府外

（支社長 大瀧一作）

大阪府堺市北区金岡町704番地1 代表取締役 三田荒一
株式会社サンダ0000012743 072-252-0447 中小企業府外

大阪府大阪市中央区和泉町１丁目1番14号 代表取締役 方山典優
株式会社サンメンテナンス0000009518 06-4791-0100 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4番44号 代表取締役 三戸尉行
株式会社ＪＲ西日本メンテック0000008756 06-7175-8261 大企業府外

奈良県北葛城郡河合町大字川合490番地 代表取締役 田畑三治
有限会社スケープテクチャー0000021279 0745-56-3107 中小企業府外

公益財団法人ソーシャルサービス （東京都）京都府京都市伏見区桃山町金井戸島13番地48 代表理事 神田豊和
0000010572 075-691-9416 中小企業府外

（所長 上山和宏）協会

滋賀県大津市大石中六丁目2番20号 代表取締役 竹之内米貴
株式会社タケノウチ0000016670 077-536-2261 中小企業府外

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

大阪府枚方市出口3丁目1番20号 代表取締役 吉原毅
大建管理株式会社0000014730 072-834-2927 中小企業府外

大阪府枚方市田口山２丁目13番16号 代表取締役 井川眞知子
株式会社大千工業0000020237 072-380-9276 中小企業府外

大阪府大阪市北区大淀中3丁目16番12号 F&Gビル 代表取締役 兒玉佳大
大都保全興業株式会社0000010408 06-6453-4813 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外

（営業支店長 石田勝則）

株式会社トータルシティービル管 （東京都）静岡県静岡市葵区紺屋町11番地17 桜井・第一共同ビルディング7階 代表取締役 鈴木秀行
0000023550 054-254-1960 中小企業府外

（支店長 山本信介）理

株式会社トータルプランニング・ 京都府長岡京市長岡1-32-8 代表取締役 野口孝子
0000015948 953-0108 中小企業市外エヌ

東京都新宿区西新宿6丁目14番1号 代表取締役 野島信明
東京ビジネスサービス株式会社0000008788 03-3344-4551 大企業府外

大阪府堺市中区土師町四丁5番17号 代表取締役 時任隼成
株式会社トキト0000012759 072-270-6462 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市伏見区深草西浦町七丁目18番地1 代表取締役 前田晋二
都市クリエイト株式会社0000002822 623-5688 大企業府外 （支店長 高尾昌城）

京都府宮津市字波路826 代表取締役 城山恵二
トミタ環境株式会社0000021496 0772-22-3441 中小企業市外

大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目3番19号 南海日本橋ビル 代表取締役 西山哲弘
南海ビルサービス株式会社0000014889 06-6647-0001 大企業府外
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大阪府大阪市中央区南船場一丁目17番10号 取締役社長 嶋田有孝
株式会社日経サービス0000005819 06-6268-6588 中小企業府外

日東カストディアル・サービス株 （東京都）京都府京都市伏見区深草堀田町10番地1 京阪藤の森ビル８Ｆ 代表取締役 嶋立義之
0000017345 634-8737 大企業府外

（京都支店長 西英聖）式会社

日本ハイウエイ・サービス株式会 （東京都）京都府京都市伏見区横大路貴船6 取締役社長 舟久保公雄
0000005244 621-4070 中小企業府外 （支店長 加藤清）社

大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-1200号 代表取締役 坂下芳史
株式会社ハウスビルシステム0000008629 06-6346-5454 大企業府外

滋賀県大津市稲津二丁目14番17号 代表取締役 戸尾義宏
株式会社パーパス0000021567 077-572-8211 中小企業府外

大阪府枚方市大字穂谷2186番地の1 代表取締役 南博文
株式会社枚松0000022890 072-860-7943 中小企業府外

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

大阪府大阪市住之江区粉浜西1丁目2番6号 代表取締役 米澤勉
平和興業株式会社0000007267 06-6672-0216 中小企業府外

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外

京都府向日市鶏冠井町七反田17番地 代表取締役 吉村徹
株式会社マサミガーデン0000016025 075-922-7121 中小企業市外

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外 （支店長 森田正樹）

大阪府堺市 中区土師町 ４丁5番17号 代表取締役 時任美幸
株式会社メット0000019953 072-270-0169 中小企業府外

京都府城陽市富野中ノ芝2番地の3 代表 山口誠誉
山口美洗サービス0000008794 0774-54-1979 中小企業市外

京都府宇治市宇治琵琶54-14 代表取締役 木下群章
株式会社山城美研0000022534 0774-26-7040 中小企業市外

京都府久世郡久御山町佐山西ノ口25-3 代表取締役 山本哲二
株式会社ＬＥＥ0000019972 0774-44-8801 中小企業市外

（東京都）京都府京都市伏見区竹田久保町62番1号 1Ｆ 代表取締役 西本良一
株式会社レンタル＆クリーニング0000023618 0120-789-345 中小企業府外 （支店長代理 村上一三）
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（大阪府）京都府京都市 北区紫野 下柏野町6番9 代表取締役 山形喜久
株式会社アカツキ0000017268 748-0050 中小企業府外

（所長 小泉隆）

（岐阜県）兵庫県西宮市南昭和町7-28-103 代表取締役 長尾彰
株式会社アクアテック0000018098 0798-67-5752 中小企業府外

（所長 竹本孝）

（東京都）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の1 取締役社長 岡崎俊樹
株式会社アサヒファシリティズ0000009685 812-1071 大企業府外 （支店長 粂昌昭）

大阪府羽曳野市伊賀５丁目1番4号 代表取締役 黒川洋
株式会社アスウェル0000018103 072-939-7861 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町２丁目２番１３号 大阪堺筋ビル6階 代表取締役社長 鈴木一三
ALSOKファシリティーズ株式会社0000016711 06-6125-0345 大企業府外 （支社長 田中誠次）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 代表取締役 浜田和成
イオンディライト株式会社0000013920 06-7660-7290 大企業府外

（支社長 西川和伸）

伊藤忠アーバンコミュニティ株式 （東京都）東京都中央区7-1日本橋本町２丁目7番1号 代表取締役社長 深城浩二
0000021603 03-3662-5100 大企業府外

（ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員）会社

京都府宇治市炭山久田103番地の7 取締役 井上もゆる
井上洗浄有限会社0000020521 0774-46-9494 中小企業市外

大阪府大阪市阿倍野区旭町１丁目3番3 代表取締役 西口茂樹
株式会社エーシーユー0000018082 06-6633-8880 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市伏見区桃山町泰長老134番地5 代表取締役 落合稔
株式会社エイトクリエーション0000022001 605-0011 中小企業府外 （京都支店長 田中裕也）

（大阪府）大阪府枚方市北山1丁目54番55号 代表取締役 武藤正幸
株式会社エコ・テクノ0000007152 072-864-1623 中小企業府外 （枚方支店長 高原久）

大阪府大東市三箇４丁目18番18号 代表取締役 岡屋敷豊
エスク株式会社0000015849 072-871-1065 中小企業府外

大阪府大阪市此花区梅町２丁目２番２５号 代表取締役 中 篤司
株式会社エムライン0000015209 06-6468-7505 中小企業府外

株式会社大阪ガスファシリティー 大阪府大阪市東成区中道一丁目4番2号 代表取締役社長 木下立人
0000015246 06-6978-5850 大企業府外ズ

（東京都）大阪府大阪市 中央区備後町 １丁目7番10号 代表取締役 鼻戸勝紀
大林ファシリティーズ株式会社0000010004 06-4964-1651 中小企業府外 （取締役副社長執行役員大阪支店長 森良史）

滋賀県大津市富士見台39-11 代表取締役 畑和樹
カズテクノ株式会社0000023182 075-582-5577 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市東淀川区瑞光3-8-20 代表取締役 高津悟
川本サービス株式会社0000021350 06-6328-7734 中小企業府外 （支店長 松浦康彦）

大阪府大阪市中央区南船場１丁目11-9 長堀八千代ビル 代表取締役 瀧口泰寛
株式会社カンキョウ0000017562 06-6266-9169 中小企業府外

滋賀県大津市唐崎２丁目14番18号 代表取締役 山本亜紀子
株式会社関西シーケンス管理0000020418 077-577-1404 中小企業府外
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（大阪府）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 代表取締役 松田敏樹
関西明裝株式会社0000003604 583-0911 大企業府外

（取締役京滋支社長 佐野誠治）

大阪府大阪市西成区花園南一丁目4番4号 代表取締役 清水雅也
株式会社カンソー0000015874 06-6658-1534 大企業府外

京都府宇治市宇治里尻62-3 代表取締役 井上馨
株式会社カンメン0000006936 0774-21-2910 中小企業市外

京都府向日市森本町高田31番地 代表取締役 高橋信吾
株式会社京都衛生開発公社0000004137 075-921-6202 中小企業市外

（福島県）大阪府大阪市 中央区島之内 １丁目21-19 オリエンタル堺筋ビル6F 代表取締役 吾妻学
キョウワプロテック株式会社0000014026 06-7711-1911 中小企業府外 （大阪事業所長 湯浅義浩）

（大阪府）京都府京都市伏見区北浜町595-103 代表取締役 西田克也
近畿ビルサービス株式会社0000023615 603-5556 中小企業府外 （所長 山本伸司）

（大阪府）京都府京都市南区西九条池ノ内町106 取締役社長 則竹博安
近鉄ファシリティーズ株式会社0000005422 693-9001 大企業府外

（支店長 中野伸二）

（埼玉県）大阪府大阪市北区中之島二丁目2番2号 大阪中之島ビル8階 代表取締役 川鍋大二
株式会社クリーン工房0000013134 06-6223-5450 大企業府外

（専務取締役 川鍋一朗）

広島県広島市中区東白島町19-3 代表取締役 山本剛史
株式会社クリエイタス0000022053 082-211-3333 中小企業府外

クリモトパイプエンジニアリング 大阪府大阪市住之江区泉２丁目1番64号 代表取締役社長 原田新
0000022036 06-6686-1101 中小企業府外株式会社

（大阪府）京都府京都市中京区間之町通御池上る高田町502番地 花柳ビル2階6号室 代表取締役 糟谷剛之
株式会社クレイブ0000023139 366-4776 中小企業府外 （所長 阿部真実）

東京都港区芝一丁目14番4号 代表取締役 高橋祐一
株式会社グローバルステージ0000022031 03-6271-9560 中小企業府外

（奈良県）京都府木津川市相楽城西71番地1-225 代表取締役 寺嶋圭一
株式会社ＫＢＳ0000023223 050-3619-9902 中小企業府外

（所長 寺嶋伊代子）

（大阪府）京都府京都市左京区田中上柳町25-3 京阪出町柳ビル 代表取締役 内田茂信
京阪ビルテクノサービス株式会社0000005806 706-8650 中小企業府外

（営業所長 塩谷晋司）

兵庫県姫路市北条 １丁目408番5 代表取締役 東義雄
光栄産業株式会社0000018147 079-282-5551 中小企業府外

兵庫県神戸市長田区海運町８丁目4番8号 江本ビル 代表取締役 谷山和義
株式会社幸和道路管理0000021835 078-731-1144 中小企業府外

大阪府大阪市北区梅田一丁目1番3号 代表取締役 南昭彦
コスモエンジニアリング株式会社0000008334 06-6147-3080 中小企業府外

大阪府大阪市北区西天満4丁目11番23号 代表取締役 南昭彦
コスモ建物管理株式会社0000008335 06-6365-5581 中小企業府外

広島県広島市中区袋町4番31号 代表取締役 福井滋
株式会社合人社計画研究所0000011855 082-247-7994 大企業府外

（福岡県）大阪府枚方市尊延寺6丁目31番6-105号 代表取締役社長 坂本博志
西戸崎興産株式会社0000006958 072-897-1617 中小企業府外 （所長 東村憲和）
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（東京都）大阪府大阪市 中央区南新町 ２丁目3番7号 代表取締役 吉澤幸夫
株式会社サンアメニティ0000018720 06-6944-5370 中小企業府外

（支社長 大瀧一作）

大阪府堺市北区金岡町704番地1 代表取締役 三田荒一
株式会社サンダ0000012743 072-252-0447 中小企業府外

大阪府大阪市中央区和泉町１丁目1番14号 代表取締役 方山典優
株式会社サンメンテナンス0000009518 06-4791-0100 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番7号 代表取締役 富永秀行
株式会社シミズ・ビルライフケア0000007088 06-6443-0508 中小企業府外 （支社長 近江愼二）

大阪府大阪市北区天神橋7丁目7番5号 代表取締役 高石寧夫
伸和サービス株式会社0000012753 06-6351-0065 大企業府外

東京都千代田区二番町３番地 代表取締役社長 大竹弘孝
株式会社ＪＭ0000021291 03-5275-7048 大企業府外

大阪府豊中市東寺内町17-7-401 代表取締役 白石光夫
水中エンジニアリング株式会社0000023236 06-7161-1464 中小企業府外

大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番30号 代表取締役社長 今川明
積水アクアシステム株式会社0000012011 06-6440-2500 中小企業府外

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 代表取締役社長 尾関一郎
セコム株式会社0000000757 03-5775-8475 大企業府外

（東京都）京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579番地 五条堀川ビル２階 代表取締役 栢木伊久二
綜合警備保障株式会社0000001569 343-5171 大企業府外 （支社長 山下和弘）

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島4丁目12番12号 代表取締役 後藤悟志
株式会社太平エンジニアリング0000006220 06-6390-5959 大企業府外 （支店長 木股良三）

（東京都）京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町 625番地 東京建物四条烏丸ビルW 代表取締役会長兼社長 狩野伸彌
太平ビルサービス株式会社0000008383 213-5792 大企業府外 EST3階 （支店長 松田栄太朗）

滋賀県大津市大石中六丁目2番20号 代表取締役 竹之内米貴
株式会社タケノウチ0000016670 077-536-2261 中小企業府外

京都府福知山市東羽合町164番地 代表取締役 新庄昭仁
株式会社丹新ビルサービス0000013954 0773-24-4602 中小企業市外

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

大阪府東大阪市箱殿町5番8号 代表取締役 齋藤昭
株式会社大軌0000017285 072-982-4181 中小企業府外

大阪府枚方市出口3丁目1番20号 代表取締役 吉原毅
大建管理株式会社0000014730 072-834-2927 中小企業府外

大阪府枚方市田口山２丁目13番16号 代表取締役 井川眞知子
株式会社大千工業0000020237 072-380-9276 中小企業府外

大阪府大阪市北区大淀中3丁目16番12号 F&Gビル 代表取締役 兒玉佳大
大都保全興業株式会社0000010408 06-6453-4813 中小企業府外

埼玉県川口市芝下1丁目1番3号 代表取締役 三門克彰
株式会社テクアノーツ0000006872 048-424-2800 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0027 清掃
0003 貯水槽清掃

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外

（営業支店長 石田勝則）

株式会社トータルプランニング・ 京都府長岡京市長岡1-32-8 代表取締役 野口孝子
0000015948 953-0108 中小企業市外エヌ

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町三丁目2番8号 代表取締役 木村昌平
株式会社東急コミュニティー0000017179 06-4704-0138 大企業府外 （事業部長 中川達二）

東京都新宿区西新宿6丁目14番1号 代表取締役 野島信明
東京ビジネスサービス株式会社0000008788 03-3344-4551 大企業府外

大阪府大阪市西区新町一丁目28番3号 代表取締役 和田妙純
株式会社東和総合サービス0000009578 06-6110-1234 中小企業府外

京都府宮津市字波路826 代表取締役 城山恵二
トミタ環境株式会社0000021496 0772-22-3441 中小企業市外

滋賀県彦根市犬方町790番地 代表取締役 篠村安弘
株式会社ナショナルメンテナンス0000017278 0749-28-7300 中小企業府外

（愛知県）京都府京都市南区久世中久世町3丁目11番1号 102号室 代表取締役 金井茂
株式会社ナスコ0000018764 921-0613 中小企業府外

（営業所長 秋庭渉）

大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目3番19号 南海日本橋ビル 代表取締役 西山哲弘
南海ビルサービス株式会社0000014889 06-6647-0001 大企業府外

京都府亀岡市荒塚町2丁目14番10号 代表取締役 山本新次郎
南丹清掃株式会社0000012738 0771-22-4488 中小企業市外

（東京都）京都府宇治市槙島町十一96-3 代表取締役社長 近藤宗浩
日化メンテナンス株式会社0000009061 0774-28-6581 大企業府外 （所長 西田秀一）

大阪府大阪市中央区南船場一丁目17番10号 取締役社長 嶋田有孝
株式会社日経サービス0000005819 06-6268-6588 中小企業府外

京都府亀岡市安町大池11番地 代表取締役 高岡義晴
日進浄化槽センター株式会社0000011912 0771-22-5809 中小企業市外

日東カストディアル・サービス株 （東京都）京都府京都市伏見区深草堀田町10番地1 京阪藤の森ビル８Ｆ 代表取締役 嶋立義之
0000017345 634-8737 大企業府外

（京都支店長 西英聖）式会社

東京都千代田区九段北1-11-5 代表取締役 高居隆章
日本カルミック株式会社0000000070 03-3230-6753 中小企業府外

（東京都）京都府京都市 中京区烏丸通 四条上る笋町691 りそな京都ビル9階 代表取締役社長 福田慎太郎
日本管財株式会社0000007848 254-2733 大企業府外 （京都支店長 永田大蔵）

大阪府大阪市北区菅原町8番14号 代表取締役 川西昌史
日本水処理工業株式会社0000013818 06-6363-5330 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号 代表取締役社長 臼井賢
日本メックス株式会社0000006449 06-4706-5622 中小企業府外 （常務取締役支店長 谷島錦吾）

大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-1200号 代表取締役 坂下芳史
株式会社ハウスビルシステム0000008629 06-6346-5454 大企業府外

大阪府大阪市中央区内本町1丁目1番10号 代表取締役 吉田聡
株式会社博明社0000014706 06-6941-6337 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0027 清掃
0003 貯水槽清掃

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

滋賀県大津市稲津二丁目14番17号 代表取締役 戸尾義宏
株式会社パーパス0000021567 077-572-8211 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号 取締役社長 光冨眞哉
株式会社日立ビルシステム0000000399 06-6453-9243 大企業府外

（支社長 小口辰廣）

兵庫県神戸市 兵庫区塚本通 ４丁目4番19 代表取締役 竹辻正
日之出管財株式会社0000017257 078-515-8110 中小企業府外

大阪府吹田市南金田2丁目12番1号 代表取締役社長 梶山龍誠
株式会社ビケンテクノ0000008329 06-6380-2141 大企業府外

奈良県大和高田市大中16番地4 竹村ビル5階 代表取締役 虎走恵介
株式会社文政0000021582 0745-23-7775 中小企業府外

大阪府大阪市住之江区粉浜西1丁目2番6号 代表取締役 米澤勉
平和興業株式会社0000007267 06-6672-0216 中小企業府外

（大阪府）京都府京田辺市三山木 大南山36番5号 代表取締役 山下勝
株式会社ホープ0000009357 0774-68-2277 中小企業府外

（営業所長 山下文子）

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外

大阪府大阪市北区堂島浜１丁目4番16号 アクア堂島ＮＢＦタワー17階 代表取締役 柾木隆弘
ミザック株式会社0000015211 06-6344-2700 中小企業府外

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外 （支店長 森田正樹）

京都府城陽市富野中ノ芝2番地の3 代表 山口誠誉
山口美洗サービス0000008794 0774-54-1979 中小企業市外

京都府宇治市伊勢田町若林57番地1 代表取締役 山形繁
山福油化株式会社0000004288 0774-43-3554 中小企業市外

滋賀県東近江市今堀町621番地の1 代表取締役 光田昌弘
株式会社ライフテックミツダ0000013827 0748-23-0667 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区西天満４丁目4番13号 取締役社長 北原博史
株式会社菱サ・ビルウェア0000010237 06-6366-1230 大企業府外

（取締役支店長 中西伸和）

東京都中央区日本橋人形町2丁目25番13号 代表取締役社長 中上孝文
株式会社リンレイサービス0000010560 03-5643-5751 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0027 清掃
0004 浄化槽清掃

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の1 取締役社長 岡崎俊樹
株式会社アサヒファシリティズ0000009685 812-1071 大企業府外

（支店長 粂昌昭）

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町２丁目２番１３号 大阪堺筋ビル6階 代表取締役社長 鈴木一三
ALSOKファシリティーズ株式会社0000016711 06-6125-0345 大企業府外

（支社長 田中誠次）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 代表取締役 浜田和成
イオンディライト株式会社0000013920 06-7660-7290 大企業府外 （支社長 西川和伸）

伊藤忠アーバンコミュニティ株式 （東京都）東京都中央区7-1日本橋本町２丁目7番1号 代表取締役社長 深城浩二
0000021603 03-3662-5100 大企業府外 （ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員）会社

（大阪府）京都府京都市伏見区桃山町泰長老134番地5 代表取締役 落合稔
株式会社エイトクリエーション0000022001 605-0011 中小企業府外 （京都支店長 田中裕也）

（東京都）大阪府大阪市 中央区備後町 １丁目7番10号 代表取締役 鼻戸勝紀
大林ファシリティーズ株式会社0000010004 06-4964-1651 中小企業府外

（取締役副社長執行役員大阪支店長 森良史）

（大阪府）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 代表取締役 松田敏樹
関西明裝株式会社0000003604 583-0911 大企業府外

（取締役京滋支社長 佐野誠治）

京都府向日市森本町高田31番地 代表取締役 高橋信吾
株式会社京都衛生開発公社0000004137 075-921-6202 中小企業市外

（福島県）大阪府大阪市 中央区島之内 １丁目21-19 オリエンタル堺筋ビル6F 代表取締役 吾妻学
キョウワプロテック株式会社0000014026 06-7711-1911 中小企業府外 （大阪事業所長 湯浅義浩）

（大阪府）京都府京都市伏見区北浜町595-103 代表取締役 西田克也
近畿ビルサービス株式会社0000023615 603-5556 中小企業府外 （所長 山本伸司）

東京都港区芝一丁目14番4号 代表取締役 高橋祐一
株式会社グローバルステージ0000022031 03-6271-9560 中小企業府外

（奈良県）京都府木津川市相楽城西71番地1-225 代表取締役 寺嶋圭一
株式会社ＫＢＳ0000023223 050-3619-9902 中小企業府外

（所長 寺嶋伊代子）

（大阪府）京都府京都市左京区田中上柳町25-3 京阪出町柳ビル 代表取締役 内田茂信
京阪ビルテクノサービス株式会社0000005806 706-8650 中小企業府外

（営業所長 塩谷晋司）

兵庫県神戸市長田区海運町８丁目4番8号 江本ビル 代表取締役 谷山和義
株式会社幸和道路管理0000021835 078-731-1144 中小企業府外

広島県広島市中区袋町4番31号 代表取締役 福井滋
株式会社合人社計画研究所0000011855 082-247-7994 大企業府外

大阪府大阪市中央区和泉町１丁目1番14号 代表取締役 方山典優
株式会社サンメンテナンス0000009518 06-4791-0100 中小企業府外

大阪府大阪市北区天神橋7丁目7番5号 代表取締役 高石寧夫
伸和サービス株式会社0000012753 06-6351-0065 大企業府外

東京都千代田区二番町３番地 代表取締役社長 大竹弘孝
株式会社ＪＭ0000021291 03-5275-7048 大企業府外

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 代表取締役社長 尾関一郎
セコム株式会社0000000757 03-5775-8475 大企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0027 清掃
0004 浄化槽清掃

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

滋賀県大津市大石中六丁目2番20号 代表取締役 竹之内米貴
株式会社タケノウチ0000016670 077-536-2261 中小企業府外

京都府福知山市東羽合町164番地 代表取締役 新庄昭仁
株式会社丹新ビルサービス0000013954 0773-24-4602 中小企業市外

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

株式会社トータルプランニング・ 京都府長岡京市長岡1-32-8 代表取締役 野口孝子
0000015948 953-0108 中小企業市外エヌ

東京都新宿区西新宿6丁目14番1号 代表取締役 野島信明
東京ビジネスサービス株式会社0000008788 03-3344-4551 大企業府外

大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目3番19号 南海日本橋ビル 代表取締役 西山哲弘
南海ビルサービス株式会社0000014889 06-6647-0001 大企業府外

京都府亀岡市荒塚町2丁目14番10号 代表取締役 山本新次郎
南丹清掃株式会社0000012738 0771-22-4488 中小企業市外

（東京都）京都府宇治市槙島町十一96-3 代表取締役社長 近藤宗浩
日化メンテナンス株式会社0000009061 0774-28-6581 大企業府外 （所長 西田秀一）

京都府亀岡市安町大池11番地 代表取締役 高岡義晴
日進浄化槽センター株式会社0000011912 0771-22-5809 中小企業市外

株式会社ニッシンビルメンテナン 京都府相楽郡精華町大字菱田小字宮川原2-44 代表取締役 江口久雄
0000008949 0774-93-1551 中小企業市外ス

（東京都）大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号 代表取締役社長 臼井賢
日本メックス株式会社0000006449 06-4706-5622 中小企業府外 （常務取締役支店長 谷島錦吾）

大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-1200号 代表取締役 坂下芳史
株式会社ハウスビルシステム0000008629 06-6346-5454 大企業府外

滋賀県大津市稲津二丁目14番17号 代表取締役 戸尾義宏
株式会社パーパス0000021567 077-572-8211 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号 取締役社長 光冨眞哉
株式会社日立ビルシステム0000000399 06-6453-9243 大企業府外 （支社長 小口辰廣）

奈良県大和高田市大中16番地4 竹村ビル5階 代表取締役 虎走恵介
株式会社文政0000021582 0745-23-7775 中小企業府外

富山県富山市梅沢町1丁目7番地2-403メイツ梅沢 代表 堀川こう平
堀川商店0000023652 070-8587-9672 中小企業府外

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外 （支店長 森田正樹）

（東京都）大阪府大阪市北区西天満４丁目4番13号 取締役社長 北原博史
株式会社菱サ・ビルウェア0000010237 06-6366-1230 大企業府外 （取締役支店長 中西伸和）

東京都中央区日本橋人形町2丁目25番13号 代表取締役社長 中上孝文
株式会社リンレイサービス0000010560 03-5643-5751 中小企業府外
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株式会社アークス・コーポレーシ 京都府長岡京市今里三ノ坪3-1 代表取締役 綿谷重子
0000023704 874-3001 中小企業市外ョン

（大阪府）京都府京都市 北区紫野 下柏野町6番9 代表取締役 山形喜久
株式会社アカツキ0000017268 748-0050 中小企業府外

（所長 小泉隆）

（東京都）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の1 取締役社長 岡崎俊樹
株式会社アサヒファシリティズ0000009685 812-1071 大企業府外 （支店長 粂昌昭）

大阪府羽曳野市伊賀５丁目1番4号 代表取締役 黒川洋
株式会社アスウェル0000018103 072-939-7861 中小企業府外

兵庫県神戸市兵庫区大開通10-2-18 代表取締役 前田亜希子
アペックス株式会社0000011756 078-578-5571 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町２丁目２番１３号 大阪堺筋ビル6階 代表取締役社長 鈴木一三
ALSOKファシリティーズ株式会社0000016711 06-6125-0345 大企業府外 （支社長 田中誠次）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 代表取締役 浜田和成
イオンディライト株式会社0000013920 06-7660-7290 大企業府外

（支社長 西川和伸）

（東京都）京都府京都市南区上鳥羽南塔ノ本町６ 代表取締役 黒澤秀行
イカリ消毒株式会社0000014061 662-7890 大企業府外 （所長 松根秀憲）

伊藤忠アーバンコミュニティ株式 （東京都）東京都中央区7-1日本橋本町２丁目7番1号 代表取締役社長 深城浩二
0000021603 03-3662-5100 大企業府外 （ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員）会社

大阪府大阪市阿倍野区旭町１丁目3番3 代表取締役 西口茂樹
株式会社エーシーユー0000018082 06-6633-8880 中小企業府外

株式会社ＨＹＫヒューマンサポー 東京都中央区日本橋本石町3丁目2番地3号 日本橋オリーブビル3階 代表取締役 大貫和彦
0000023541 03-6262-1183 中小企業府外ト

（大阪府）京都府京都市伏見区桃山町泰長老134番地5 代表取締役 落合稔
株式会社エイトクリエーション0000022001 605-0011 中小企業府外

（京都支店長 田中裕也）

京都府宇治市槇島町門口32番1 代表取締役 上田修
株式会社O's Corporation0000023142 0774-46-8210 中小企業市外

株式会社大阪ガスファシリティー 大阪府大阪市東成区中道一丁目4番2号 代表取締役社長 木下立人
0000015246 06-6978-5850 大企業府外ズ

（東京都）大阪府大阪市 中央区備後町 １丁目7番10号 代表取締役 鼻戸勝紀
大林ファシリティーズ株式会社0000010004 06-4964-1651 中小企業府外 （取締役副社長執行役員大阪支店長 森良史）

株式会社オオヨドコーポレーショ （大阪府）大阪府守口市日光町3番12号 代表取締役社長 淀雅和
0000010293 06-6998-5201 大企業府外 （支店長 角谷茂紀）ン

（大阪府）京都府京都市南区上鳥羽藁田町53番地 代表取締役 芳賀英武
株式会社関西シー・アイ・シー0000021944 334-5074 大企業府外 （京都支店支店長代理 城野公宏）

滋賀県大津市唐崎２丁目14番18号 代表取締役 山本亜紀子
株式会社関西シーケンス管理0000020418 077-577-1404 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 代表取締役 松田敏樹
関西明裝株式会社0000003604 583-0911 大企業府外 （取締役京滋支社長 佐野誠治）
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大阪府大阪市西成区花園南一丁目4番4号 代表取締役 清水雅也
株式会社カンソー0000015874 06-6658-1534 大企業府外

京都府宇治市宇治里尻62-3 代表取締役 井上馨
株式会社カンメン0000006936 0774-21-2910 中小企業市外

京都府宇治市五ケ庄北ノ庄24-14 代表取締役社長 西村善行
株式会社京都環境衛生センター0000002970 0774-31-3800 中小企業市外

（福島県）大阪府大阪市 中央区島之内 １丁目21-19 オリエンタル堺筋ビル6F 代表取締役 吾妻学
キョウワプロテック株式会社0000014026 06-7711-1911 中小企業府外 （大阪事業所長 湯浅義浩）

（大阪府）京都府京都市伏見区北浜町595-103 代表取締役 西田克也
近畿ビルサービス株式会社0000023615 603-5556 中小企業府外 （所長 山本伸司）

（埼玉県）大阪府大阪市北区中之島二丁目2番2号 大阪中之島ビル8階 代表取締役 川鍋大二
株式会社クリーン工房0000013134 06-6223-5450 大企業府外 （専務取締役 川鍋一朗）

広島県広島市中区東白島町19-3 代表取締役 山本剛史
株式会社クリエイタス0000022053 082-211-3333 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区間之町通御池上る高田町502番地 花柳ビル2階6号室 代表取締役 糟谷剛之
株式会社クレイブ0000023139 366-4776 中小企業府外

（所長 阿部真実）

東京都港区芝一丁目14番4号 代表取締役 高橋祐一
株式会社グローバルステージ0000022031 03-6271-9560 中小企業府外

（奈良県）京都府木津川市相楽城西71番地1-225 代表取締役 寺嶋圭一
株式会社ＫＢＳ0000023223 050-3619-9902 中小企業府外 （所長 寺嶋伊代子）

（大阪府）京都府京都市左京区田中上柳町25-3 京阪出町柳ビル 代表取締役 内田茂信
京阪ビルテクノサービス株式会社0000005806 706-8650 中小企業府外 （営業所長 塩谷晋司）

兵庫県姫路市北条 １丁目408番5 代表取締役 東義雄
光栄産業株式会社0000018147 079-282-5551 中小企業府外

大阪府大阪市北区西天満4丁目11番23号 代表取締役 南昭彦
コスモ建物管理株式会社0000008335 06-6365-5581 中小企業府外

広島県広島市中区袋町4番31号 代表取締役 福井滋
株式会社合人社計画研究所0000011855 082-247-7994 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市 中央区南新町 ２丁目3番7号 代表取締役 吉澤幸夫
株式会社サンアメニティ0000018720 06-6944-5370 中小企業府外 （支社長 大瀧一作）

大阪府大阪市中央区和泉町１丁目1番14号 代表取締役 方山典優
株式会社サンメンテナンス0000009518 06-4791-0100 中小企業府外

滋賀県野洲市妙光寺327番地1 代表取締役 飯田高雄
滋賀環境衛生株式会社0000022861 077-588-4511 中小企業府外

（京都府）京都府南丹市八木町八木野條17-2 代表取締役 藤岡良彦
株式会社昭和リーブス0000022591 0771-43-1800 中小企業市外 （支店長 塔下敦雄）

大阪府大阪市北区天神橋7丁目7番5号 代表取締役 高石寧夫
伸和サービス株式会社0000012753 06-6351-0065 大企業府外

大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4番44号 代表取締役 三戸尉行
株式会社ＪＲ西日本メンテック0000008756 06-7175-8261 大企業府外
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奈良県北葛城郡河合町大字川合490番地 代表取締役 田畑三治
有限会社スケープテクチャー0000021279 0745-56-3107 中小企業府外

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 代表取締役社長 尾関一郎
セコム株式会社0000000757 03-5775-8475 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島4丁目12番12号 代表取締役 後藤悟志
株式会社太平エンジニアリング0000006220 06-6390-5959 大企業府外 （支店長 木股良三）

（東京都）京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町 625番地 東京建物四条烏丸ビルW 代表取締役会長兼社長 狩野伸彌
太平ビルサービス株式会社0000008383 213-5792 大企業府外 EST3階 （支店長 松田栄太朗）

京都府福知山市東羽合町164番地 代表取締役 新庄昭仁
株式会社丹新ビルサービス0000013954 0773-24-4602 中小企業市外

大阪府東大阪市箱殿町5番8号 代表取締役 齋藤昭
株式会社大軌0000017285 072-982-4181 中小企業府外

大阪府枚方市出口3丁目1番20号 代表取締役 吉原毅
大建管理株式会社0000014730 072-834-2927 中小企業府外

大阪府大阪市北区大淀中3丁目16番12号 F&Gビル 代表取締役 兒玉佳大
大都保全興業株式会社0000010408 06-6453-4813 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

株式会社トータルプランニング・ 京都府長岡京市長岡1-32-8 代表取締役 野口孝子
0000015948 953-0108 中小企業市外エヌ

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町三丁目2番8号 代表取締役 木村昌平
株式会社東急コミュニティー0000017179 06-4704-0138 大企業府外 （事業部長 中川達二）

東京都新宿区西新宿6丁目14番1号 代表取締役 野島信明
東京ビジネスサービス株式会社0000008788 03-3344-4551 大企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番地 中信駅前ビル 代表取締役 松本雅文
東宝ビル管理株式会社0000017421 371-9333 大企業府外

（取締役支社長 唐土恵輔）

大阪府大阪市西区新町一丁目28番3号 代表取締役 和田妙純
株式会社東和総合サービス0000009578 06-6110-1234 中小企業府外

滋賀県彦根市犬方町790番地 代表取締役 篠村安弘
株式会社ナショナルメンテナンス0000017278 0749-28-7300 中小企業府外

大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目3番19号 南海日本橋ビル 代表取締役 西山哲弘
南海ビルサービス株式会社0000014889 06-6647-0001 大企業府外

大阪府大阪市中央区南船場一丁目17番10号 取締役社長 嶋田有孝
株式会社日経サービス0000005819 06-6268-6588 中小企業府外

株式会社ニッシンビルメンテナン 京都府相楽郡精華町大字菱田小字宮川原2-44 代表取締役 江口久雄
0000008949 0774-93-1551 中小企業市外ス

日東カストディアル・サービス株 （東京都）京都府京都市伏見区深草堀田町10番地1 京阪藤の森ビル８Ｆ 代表取締役 嶋立義之
0000017345 634-8737 大企業府外 （京都支店長 西英聖）式会社

東京都千代田区九段北1-11-5 代表取締役 高居隆章
日本カルミック株式会社0000000070 03-3230-6753 中小企業府外
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（東京都）大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号 代表取締役社長 臼井賢
日本メックス株式会社0000006449 06-4706-5622 中小企業府外

（常務取締役支店長 谷島錦吾）

大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-1200号 代表取締役 坂下芳史
株式会社ハウスビルシステム0000008629 06-6346-5454 大企業府外

大阪府大阪市中央区内本町1丁目1番10号 代表取締役 吉田聡
株式会社博明社0000014706 06-6941-6337 中小企業府外

滋賀県大津市稲津二丁目14番17号 代表取締役 戸尾義宏
株式会社パーパス0000021567 077-572-8211 中小企業府外

兵庫県神戸市 兵庫区塚本通 ４丁目4番19 代表取締役 竹辻正
日之出管財株式会社0000017257 078-515-8110 中小企業府外

大阪府吹田市南金田2丁目12番1号 代表取締役社長 梶山龍誠
株式会社ビケンテクノ0000008329 06-6380-2141 大企業府外

奈良県大和高田市大中16番地4 竹村ビル5階 代表取締役 虎走恵介
株式会社文政0000021582 0745-23-7775 中小企業府外

大阪府大阪市住之江区粉浜西1丁目2番6号 代表取締役 米澤勉
平和興業株式会社0000007267 06-6672-0216 中小企業府外

（大阪府）京都府京田辺市三山木 大南山36番5号 代表取締役 山下勝
株式会社ホープ0000009357 0774-68-2277 中小企業府外 （営業所長 山下文子）

京都府向日市鶏冠井町七反田17番地 代表取締役 吉村徹
株式会社マサミガーデン0000016025 075-922-7121 中小企業市外

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外 （支店長 森田正樹）

兵庫県尼崎市塚口本町３丁目28番8号 代表取締役 吉川博幸
株式会社明治クリックス0000013834 06-6423-0662 中小企業府外

京都府城陽市富野中ノ芝2番地の3 代表 山口誠誉
山口美洗サービス0000008794 0774-54-1979 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市北区西天満４丁目4番13号 取締役社長 北原博史
株式会社菱サ・ビルウェア0000010237 06-6366-1230 大企業府外

（取締役支店長 中西伸和）

東京都中央区日本橋人形町2丁目25番13号 代表取締役社長 中上孝文
株式会社リンレイサービス0000010560 03-5643-5751 中小企業府外
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京都府木津川市 山城町綺田 渡り戸40番地1 代表取締役 山田光男
アールニーズ株式会社0000018099 0774-86-4002 中小企業市外

（兵庫県）兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21番地 代表取締役社長 中西広幸
アサヒプリテック株式会社0000004358 078-412-3556 大企業府外

（神戸事業所長 廣兼真輝）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

兵庫県尼崎市東七松町一丁目15番20号 代表取締役 泉原久人
泉興業株式会社0000008800 06-6488-5005 中小企業府外

伊藤忠アーバンコミュニティ株式 （東京都）東京都中央区7-1日本橋本町２丁目7番1号 代表取締役社長 深城浩二
0000021603 03-3662-5100 大企業府外 （ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員）会社

兵庫県川辺郡猪名川町清水字前谷51番地の2 代表取締役 清水三造
株式会社猪名川動物霊園0000021288 072-769-0339 中小企業府外

大阪府大阪市淀川区西中島3丁目9番13号 代表取締役 北村正道
岩谷化学工業株式会社0000010579 06-6886-6651 中小企業府外

奈良県奈良市三条大路１丁目１０番６号２ 代表取締役 國中賢吉
株式会社インテック0000016712 0742-35-4030 中小企業府外

（大阪府）大阪府枚方市北山1丁目54番55号 代表取締役 武藤正幸
株式会社エコ・テクノ0000007152 072-864-1623 中小企業府外 （枚方支店長 高原久）

愛知県名古屋市 西区あし原町7番地 代表取締役 長田修明
株式会社エコ・ポリス0000019849 052-501-7002 中小企業府外

（東京都）京都府京都市伏見区横大路千両松町97 代表取締役 角本高章
ＳＧムービング株式会社0000020499 623-1310 中小企業府外 （所長 渋谷能宏）

三重県名張市蔵持町原出523番地 代表取締役 上田龍雄
株式会社エム・シー・エス0000017328 0595-66-0082 中小企業府外

大阪府大阪市此花区梅町２丁目２番２５号 代表取締役 中 篤司
株式会社エムライン0000015209 06-6468-7505 中小企業府外

大阪府箕面市稲五丁目13番10号 代表取締役 矢野貴光
大阪薬研株式会社0000014569 072-726-1151 中小企業府外

愛媛県松山市北梅本町甲184番地 代表取締役 大野照旺
オオノ開發株式会社0000021614 089-909-7644 大企業府外

兵庫県神戸市東灘区向洋町東３丁目１７番地 代表取締役 大本知昭
大本紙料株式会社0000016656 078-857-2222 中小企業府外

京都府八幡市下奈良小宮7 代表取締役 濱田篤介
オカガミ株式会社0000019981 075-981-8301 中小企業市外

（岡山県）京都府京都市南区上鳥羽角田町6 代表取締役 原田和充
岡山県貨物運送株式会社0000018074 691-3181 大企業府外 （所長 中村和人）

大阪府大阪市西淀川区中島二丁目8番4号 代表取締役 横川博昭
株式会社オグラ0000022224 06-6473-5230 中小企業府外

大阪府大阪市 西淀川区大和田 一丁目2番7号 代表取締役 小倉清和
小倉商事株式会社0000019569 06-6472-4561 中小企業府外
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愛知県名古屋市昭和区円上町4番12号 代表取締役 板頭眞智子
株式会社川上キカイ0000023627 049-288-3201 中小企業府外

兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目2番45号 取締役 川崎博三
有限会社川崎商店0000008780 06-6488-7000 中小企業府外

（徳島県）兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目6番78号 代表取締役 岸佐江子
株式会社岸化学0000018771 0798-45-4411 中小企業府外 （支店長 岡本憲二）

（京都府）京都府宇治市白川 川上り谷81番地の12 代表取締役 橋内勇生
有限会社キョーカン0000018759 0774-28-6900 中小企業市外 （専務取締役 門奈邦治）

京都府向日市森本町高田31番地 代表取締役 高橋信吾
株式会社京都衛生開発公社0000004137 075-921-6202 中小企業市外

大阪府高槻市唐崎南2丁目5番1号 代表取締役 中村昌延
共和紙料株式会社0000023570 072-678-0858 中小企業府外

滋賀県湖南市石部口二丁目7番33号 代表取締役 小宮山茂幸
喜楽鉱業株式会社0000010121 0748-77-4689 中小企業府外

大阪府大阪市西淀川区歌島２丁目1番12号 代表取締役 望田昭博
近畿環境サービス株式会社0000000208 06-4808-3222 中小企業府外

大阪府松原市天美我堂三丁目67番地の1 代表取締役 國中賢一
株式会社国中環境開発0000015877 072-333-1343 中小企業府外

岡山県久米郡美咲町藤原468番地の7 代表取締役 有本英輔
有限会社久米産業0000023604 0868-62-2275 中小企業府外

群馬県太田市新田大町600番26 代表取締役 山口博
群桐エコロ株式会社0000020542 0276-55-0500 中小企業府外

東京都新宿区西新宿６丁目26-11 成子坂ハイツ1002号室 代表取締役 石住秀樹
株式会社元創0000023155 03-6911-3777 中小企業府外

（神奈川県）愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階2520号室 代表取締役 岩本守
興栄商事株式会社0000022847 052-856-2968 中小企業府外

（営業部長 加藤克己）

滋賀県甲賀市甲賀町 大原市場922番地 代表取締役 北角治太
甲陽興産株式会社0000020719 0748-88-5380 中小企業府外

兵庫県神戸市長田区海運町８丁目4番8号 江本ビル 代表取締役 谷山和義
株式会社幸和道路管理0000021835 078-731-1144 中小企業府外

京都府長岡京市今里向イ芝9番地17 代表取締役 酒井義
株式会社ＳＡＫＡＩＭＥＴＡＬ0000022045 075-335-0223 中小企業市外

京都府亀岡市大井町南金岐重見70番地 代表取締役 張本章朗
サカエ産業株式会社0000016762 0771-25-0045 中小企業市外

三重県四日市市富田三丁目22番79号 代表取締役 土城淳
三岐通運株式会社0000020548 059-365-6331 中小企業府外

鳥取県境港市昭和町5番地17 代表取締役社長 三輪昌輝
三光株式会社0000023591 0859-44-5367 中小企業府外

大阪府大阪市中央区和泉町１丁目1番14号 代表取締役 方山典優
株式会社サンメンテナンス0000009518 06-4791-0100 中小企業府外
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神奈川県相模原市緑区橋本台一丁目8番21号 代表取締役 小松和史
三友プラントサービス株式会社0000013931 042-773-1431 大企業府外

東京都江戸川区東葛西三丁目17番41号 代表取締役 河原林令典
三洋商事株式会社0000020469 03-6808-2171 大企業府外

岡山県倉敷市連島中央一丁目10番28号 代表取締役 秋田ただ俊
株式会社シンノウ0000015931 086-446-0537 中小企業府外

株式会社ジャパンクリーンサービ 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町4番34号 代表取締役 山本宏光
0000023538 078-686-0251 中小企業府外ス

京都府八幡市八幡軸68番地7 代表取締役 上田 啓
株式会社城南開発興業0000017586 075-981-0500 中小企業市外

（東京都）東京都千代田区六番町6番地28 取締役社長 関根福一
住友大阪セメント株式会社0000008256 03-5211-4845 大企業府外 （執行役員環境事業部長 小野昭彦）

兵庫県相生市汐見台15-1 代表取締役 小西毅
西幡通運株式会社0000018265 0791-22-3000 中小企業府外

京都府向日市上植野町南淀井17番地 代表取締役 高野利子
株式会社タカノ0000012760 921-8120 中小企業市外

滋賀県大津市大石中六丁目2番20号 代表取締役 竹之内米貴
株式会社タケノウチ0000016670 077-536-2261 中小企業府外

大阪府羽曳野市はびきの５丁目22番5号 代表取締役 谷口勝
谷口商事株式会社0000022524 072-952-8200 中小企業府外

大阪府和泉市テクノステージ ２丁目3番28号 代表取締役 金子文雄
大栄環境株式会社0000017435 0725-54-3061 大企業府外

大阪府大阪市鶴見区焼野３丁目2番79号 代表取締役 吉村太郎
株式会社ダイカン0000015961 06-6913-2222 中小企業府外

京都府八幡市上奈良日ノ尾1番地の7 代表取締役 安田奉春
株式会社大剛0000004207 983-8280 中小企業市外

兵庫県川西市久代１丁目10番55号 代表取締役 長浜和裕
株式会社ダイシン0000016402 072-757-2216 中小企業府外

（愛知県）兵庫県明石市二見町南二見21-6 代表取締役 柱秀貴
株式会社ダイセキ0000018791 078-949-1180 大企業府外 （所長 天野浩二）

大阪府枚方市田口山２丁目13番16号 代表取締役 井川眞知子
株式会社大千工業0000020237 072-380-9276 中小企業府外

大阪府大阪市北区大淀中3丁目16番12号 F&Gビル 代表取締役 兒玉佳大
大都保全興業株式会社0000010408 06-6453-4813 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

株式会社トータルプランニング・ 京都府長岡京市長岡1-32-8 代表取締役 野口孝子
0000015948 953-0108 中小企業市外エヌ

東京都新宿区西新宿6丁目14番1号 代表取締役 野島信明
東京ビジネスサービス株式会社0000008788 03-3344-4551 大企業府外
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（神奈川県）神奈川県横浜市 鶴見区寛政町20番1号 代表取締役 吉田久律
東芝環境ソリューション株式会社0000020726 045-510-6820 大企業府外

（事業部長 岩崎俊一）

大阪府堺市中区土師町四丁5番17号 代表取締役 時任隼成
株式会社トキト0000012759 072-270-6462 中小企業府外

大阪府高槻市北大樋町45番1号 代表取締役 徳山仁守
有限会社徳山産業0000011862 072-672-0050 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市伏見区深草西浦町七丁目18番地1 代表取締役 前田晋二
都市クリエイト株式会社0000002822 623-5688 大企業府外 （支店長 高尾昌城）

京都府宮津市字波路826 代表取締役 城山恵二
トミタ環境株式会社0000021496 0772-22-3441 中小企業市外

京都府長岡京市長岡１丁目34番25号 代表取締役 今井孝一
有限会社長岡美装社0000013771 953-7903 中小企業市外

京都府城陽市久世荒内160番地2 代表取締役 藤井恵理奈
株式会社ナプラス0000015281 0774-54-1007 中小企業市外

大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目3番19号 南海日本橋ビル 代表取締役 西山哲弘
南海ビルサービス株式会社0000014889 06-6647-0001 大企業府外

京都府亀岡市荒塚町2丁目14番10号 代表取締役 山本新次郎
南丹清掃株式会社0000012738 0771-22-4488 中小企業市外

京都府亀岡市安町大池11番地 代表取締役 高岡義晴
日進浄化槽センター株式会社0000011912 0771-22-5809 中小企業市外

兵庫県明石市大久保町松陰１０３３ー１０ 代表 安田仁
Ｎｅｏリサイクル0000023352 090-1448-8422 中小企業府外

大阪府南河内郡 河南町大字一須賀453番地の1 代表取締役 足立敏己
八光海運株式会社0000017250 0721-93-2222 中小企業府外

神奈川県川崎市川崎区扇町６番１号 代表取締役 小松稔明
早来工営株式会社0000013929 044-328-7341 大企業府外

（大阪府）大阪府茨木市三咲町5‐26 代表取締役社長 坂口和久
株式会社日立物流西日本0000017454 072-625-0553 大企業府外

（所長 伊藤伸浩）

京都府京田辺市大住藤ノ木12番地3 取締役社長 森川哲也
有限会社びわこクリーンセンター0000020762 0774-65-4117 中小企業市外

大阪府八尾市西高安町 ５丁目32-4 取締役 平尾道哉
有限会社福商リサイクル0000018237 072-995-3196 中小企業府外

香川県綾歌郡綾川町山田下2994番地1 代表取締役 馬場太一郎
株式会社富士クリーン0000023601 087-878-3111 中小企業府外

大阪府富田林市山中田町一丁目11番8号 代表取締役 藤野正勝
藤野興業株式会社0000006878 0721-24-0118 中小企業府外

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

株式会社ベストプランニングシス 京都府城陽市久世荒内160番地2 代表取締役 藤井恵理奈
0000015331 0774-55-9516 中小企業市外テム
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（大阪府）京都府京田辺市三山木 大南山36番5号 代表取締役 山下勝
株式会社ホープ0000009357 0774-68-2277 中小企業府外

（営業所長 山下文子）

京都府宇治市伊勢田名木三丁目1番地の57 代表取締役 国本武命
ホームケルン株式会社0000004698 0774-44-1400 中小企業市外

大阪府枚方市中宮大池３丁目9番1号 代表取締役 鳳山成志
株式会社鳳栄商会0000021338 072-890-1771 中小企業府外

兵庫県神戸市長田区若松町三丁目1番2号 アスタピア新長田駅前通り 107の3号室 代表取締役 西岡和教
有限会社鳳鳴0000022322 078-754-7200 中小企業府外

奈良県大和郡山市横田町595番地の1 代表取締役 北森康史
株式会社ホウワ0000010500 0743-57-8000 中小企業府外

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 代表取締役 松田芳明
松田産業株式会社0000016018 03-3993-7532 大企業府外

三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地 代表取締役 平井俊文
三重中央開発株式会社0000009076 0595-20-1119 大企業府外

大阪府大阪市北区堂島浜１丁目4番16号 アクア堂島ＮＢＦタワー17階 代表取締役 柾木隆弘
ミザック株式会社0000015211 06-6344-2700 中小企業府外

滋賀県甲賀市水口町松尾502番地の18 代表取締役 小山浩
株式会社水口テクノス0000020742 0748-62-1959 中小企業府外

（石川県）大阪府大阪市西淀川区中島２丁目12番45 代表取締役 岡村昇
ミナミ金属株式会社0000021774 06-6472-0111 中小企業府外 （センター長 中野健太郎）

大阪府堺市 中区土師町 ４丁5番17号 代表取締役 時任美幸
株式会社メット0000019953 072-270-0169 中小企業府外

株式会社メディカルウェイストシ 滋賀県栗東市手原三丁目10番11号 代表取締役 貝原束
0000012764 077-551-6180 中小企業府外ステム

愛知県小牧市大字三ツ渕字西池田195番地の1 代表取締役 山本茂
ヤマショー金属株式会社0000023191 0568-73-4028 中小企業府外

京都府宇治市宇治琵琶54-14 代表取締役 木下群章
株式会社山城美研0000022534 0774-26-7040 中小企業市外

三重県伊賀市予野 字西出2700-1 代表取締役 奥田貴光
株式会社ヤマゼン運輸0000020514 0595-39-9410 中小企業府外

（静岡県）兵庫県神戸市 灘区千旦通 ２丁目5-11 代表取締役 山本文洋
株式会社ヤマモト0000017246 078-414-8460 中小企業府外 （支店長 平山東海）

京都府向日市森本町石田22番地の51 取締役 山本康史
有限会社山本商会0000015164 075-922-8901 中小企業市外

京都府亀岡市篠町柏原久保垣内1-3 ２F 代表取締役 山本優介
株式会社ユーアークス0000023208 0771-22-8533 中小企業市外

大阪府八尾市福栄町二丁目33番地 代表取締役 岡本隆志
友交産業株式会社0000021817 072-998-7000 中小企業府外

兵庫県西宮市鳴尾浜２丁目1番16号 代表取締役 山本英治
株式会社リヴァックス0000018238 0798-47-7626 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0027 清掃
0006 廃棄物収集運搬

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府京田辺市大住池島21番地8 代表取締役 国本武
ROLLINGZERO株式会社0000022253 0774-62-5648 中小企業市外
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内容別名簿（物品関係）市外
0027 清掃
0007 その他（清掃）

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

株式会社アークス・コーポレーシ 京都府長岡京市今里三ノ坪3-1 代表取締役 綿谷重子
0000023704 874-3001 中小企業市外ョン

（神奈川県）大阪府大阪市中央区船場中央３丁目2番 船場センタービル8号館322号 代表取締役 角野修一
株式会社ＩＥＭ0000020209 06-6121-7280 中小企業府外

（支店長 秋澤信一朗）

（岐阜県）兵庫県西宮市南昭和町7-28-103 代表取締役 長尾彰
株式会社アクアテック0000018098 0798-67-5752 中小企業府外 （所長 竹本孝）

（兵庫県）兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21番地 代表取締役社長 中西広幸
アサヒプリテック株式会社0000004358 078-412-3556 大企業府外 （神戸事業所長 廣兼真輝）

大阪府東大阪市若江南町5丁目2番38号 代表取締役 米田富美雄
株式会社アレイサービス0000017286 06-6726-5801 中小企業府外

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（東京都）京都府京都市南区上鳥羽南塔ノ本町６ 代表取締役 黒澤秀行
イカリ消毒株式会社0000014061 662-7890 大企業府外

（所長 松根秀憲）

兵庫県尼崎市東七松町一丁目15番20号 代表取締役 泉原久人
泉興業株式会社0000008800 06-6488-5005 中小企業府外

伊藤忠アーバンコミュニティ株式 （東京都）東京都中央区7-1日本橋本町２丁目7番1号 代表取締役社長 深城浩二
0000021603 03-3662-5100 大企業府外 （ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員）会社

大阪府大阪市淀川区西中島3丁目9番13号 代表取締役 北村正道
岩谷化学工業株式会社0000010579 06-6886-6651 中小企業府外

（大阪府）大阪府枚方市中宮大池2丁目10番1号 代表取締役 道志年章
エア・ウォーター西日本株式会社0000023561 072-840-1564 大企業府外 （所長 北之防豊）

株式会社ＨＹＫヒューマンサポー 東京都中央区日本橋本石町3丁目2番地3号 日本橋オリーブビル3階 代表取締役 大貫和彦
0000023541 03-6262-1183 中小企業府外ト

岡山県久米郡美咲町吉ケ原字火の谷1125 代表取締役 山田耕司
エコシステム山陽株式会社0000023551 0868-62-1346 中小企業府外

（大阪府）大阪府枚方市北山1丁目54番55号 代表取締役 武藤正幸
株式会社エコ・テクノ0000007152 072-864-1623 中小企業府外

（枚方支店長 高原久）

愛知県名古屋市 西区あし原町7番地 代表取締役 長田修明
株式会社エコ・ポリス0000019849 052-501-7002 中小企業府外

大阪府大東市三箇４丁目18番18号 代表取締役 岡屋敷豊
エスク株式会社0000015849 072-871-1065 中小企業府外

大阪府堺市堺区神南辺町二丁90番地5 代表取締役 鈴木宏隆
ＮＤネットサービス有限会社0000017462 072-229-5252 中小企業府外

三重県名張市蔵持町原出523番地 代表取締役 上田龍雄
株式会社エム・シー・エス0000017328 0595-66-0082 中小企業府外

大阪府大阪市此花区梅町２丁目２番２５号 代表取締役 中 篤司
株式会社エムライン0000015209 06-6468-7505 中小企業府外

（静岡県）大阪府吹田市穂波町11-36 代表取締役 三枝清
株式会社遠興0000022605 06-6385-5211 中小企業府外 （所長 山田大輔）
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0027 清掃
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代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府宇治市槇島町門口32番1 代表取締役 上田修
株式会社O's Corporation0000023142 0774-46-8210 中小企業市外

愛媛県松山市北梅本町甲184番地 代表取締役 大野照旺
オオノ開發株式会社0000021614 089-909-7644 大企業府外

大阪府大阪市西淀川区中島二丁目8番4号 代表取締役 横川博昭
株式会社オグラ0000022224 06-6473-5230 中小企業府外

大阪府大阪市 西淀川区大和田 一丁目2番7号 代表取締役 小倉清和
小倉商事株式会社0000019569 06-6472-4561 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 代表取締役 松田敏樹
関西明裝株式会社0000003604 583-0911 大企業府外 （取締役京滋支社長 佐野誠治）

京都府宇治市宇治里尻62-3 代表取締役 井上馨
株式会社カンメン0000006936 0774-21-2910 中小企業市外

東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 代表取締役 川村卓也
株式会社木下抗菌サービス0000023103 03-5908-2389 中小企業府外

京都府向日市森本町高田31番地 代表取締役 高橋信吾
株式会社京都衛生開発公社0000004137 075-921-6202 中小企業市外

協同組合大阪再生資源業界近代化 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目4番2号 コシカイカン内 代表理事 橘重久
0000023539 06-6191-6432 中小企業府外協議会

大阪府高槻市唐崎南2丁目5番1号 代表取締役 中村昌延
共和紙料株式会社0000023570 072-678-0858 中小企業府外

（福島県）大阪府大阪市 中央区島之内 １丁目21-19 オリエンタル堺筋ビル6F 代表取締役 吾妻学
キョウワプロテック株式会社0000014026 06-7711-1911 中小企業府外 （大阪事業所長 湯浅義浩）

滋賀県湖南市石部口二丁目7番33号 代表取締役 小宮山茂幸
喜楽鉱業株式会社0000010121 0748-77-4689 中小企業府外

大阪府大阪市西淀川区歌島２丁目1番12号 代表取締役 望田昭博
近畿環境サービス株式会社0000000208 06-4808-3222 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区西九条豊田町4 代表取締役 中橋雅裕
近畿ヒノデサービス販売株式会社0000022015 693-9817 中小企業府外

（取締役 鈴木康夫）

（大阪府）京都府京都市伏見区北浜町595-103 代表取締役 西田克也
近畿ビルサービス株式会社0000023615 603-5556 中小企業府外 （所長 山本伸司）

滋賀県栗東市出庭1817-2 代表 深井吉宏
クリニート0000023546 077-521-8450 中小企業府外

東京都港区芝一丁目14番4号 代表取締役 高橋祐一
株式会社グローバルステージ0000022031 03-6271-9560 中小企業府外

群馬県太田市新田大町600番26 代表取締役 山口博
群桐エコロ株式会社0000020542 0276-55-0500 中小企業府外

（奈良県）京都府木津川市相楽城西71番地1-225 代表取締役 寺嶋圭一
株式会社ＫＢＳ0000023223 050-3619-9902 中小企業府外 （所長 寺嶋伊代子）

（滋賀県）京都府京都市山科区大塚高岩12番地の30 代表取締役 川向洋司
株式会社京津商会0000005944 585-3081 中小企業府外 （支社長 橋本聡）
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東京都新宿区西新宿６丁目26-11 成子坂ハイツ1002号室 代表取締役 石住秀樹
株式会社元創0000023155 03-6911-3777 中小企業府外

（福岡県）福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93 代表取締役社長 平嶋直樹
光和精鉱株式会社0000020543 093-872-2100 中小企業府外

（取締役営業部長 重松一成）

兵庫県神戸市長田区海運町８丁目4番8号 江本ビル 代表取締役 谷山和義
株式会社幸和道路管理0000021835 078-731-1144 中小企業府外

京都府長岡京市今里向イ芝9番地17 代表取締役 酒井義
株式会社ＳＡＫＡＩＭＥＴＡＬ0000022045 075-335-0223 中小企業市外

京都府亀岡市大井町南金岐重見70番地 代表取締役 張本章朗
サカエ産業株式会社0000016762 0771-25-0045 中小企業市外

鳥取県境港市昭和町5番地17 代表取締役社長 三輪昌輝
三光株式会社0000023591 0859-44-5367 中小企業府外

大阪府堺市北区金岡町704番地1 代表取締役 三田荒一
株式会社サンダ0000012743 072-252-0447 中小企業府外

神奈川県相模原市緑区橋本台一丁目8番21号 代表取締役 小松和史
三友プラントサービス株式会社0000013931 042-773-1431 大企業府外

東京都江戸川区東葛西三丁目17番41号 代表取締役 河原林令典
三洋商事株式会社0000020469 03-6808-2171 大企業府外

滋賀県野洲市妙光寺327番地1 代表取締役 飯田高雄
滋賀環境衛生株式会社0000022861 077-588-4511 中小企業府外

大阪府大阪市北区天神橋7丁目7番5号 代表取締役 高石寧夫
伸和サービス株式会社0000012753 06-6351-0065 大企業府外

福井県敦賀市若泉町1番地 代表取締役社長 波多野和浩
ＪＸ金属敦賀リサイクル株式会社0000018778 0770-22-5566 中小企業府外

兵庫県尼崎市大高洲町9番地の2 代表取締役 杉本勉
株式会社ジェイ・エム・アール0000010369 06-6409-0252 中小企業府外

ジャパンレイクアンドキャナル株 滋賀県長浜市平方町868番地1-1111号 代表取締役 帆足紀幸
0000006319 0749-68-2407 中小企業府外式会社

京都府八幡市八幡軸68番地7 代表取締役 上田 啓
株式会社城南開発興業0000017586 075-981-0500 中小企業市外

大阪府豊中市東寺内町17-7-401 代表取締役 白石光夫
水中エンジニアリング株式会社0000023236 06-7161-1464 中小企業府外

奈良県北葛城郡河合町大字川合490番地 代表取締役 田畑三治
有限会社スケープテクチャー0000021279 0745-56-3107 中小企業府外

（東京都）東京都千代田区六番町6番地28 取締役社長 関根福一
住友大阪セメント株式会社0000008256 03-5211-4845 大企業府外 （執行役員環境事業部長 小野昭彦）

公益財団法人ソーシャルサービス （東京都）京都府京都市伏見区桃山町金井戸島13番地48 代表理事 神田豊和
0000010572 075-691-9416 中小企業府外 （所長 上山和宏）協会

（東京都）大阪府大阪市中央区備後町4丁目1番3号 代表取締役 不死原正文
太平洋セメント株式会社0000012754 06-6205-8616 大企業府外 （支店長 尾崎浩二）
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滋賀県大津市大石中六丁目2番20号 代表取締役 竹之内米貴
株式会社タケノウチ0000016670 077-536-2261 中小企業府外

大阪府吹田市東御旅町1-14 代表取締役 武本圭二
武本商事株式会社0000008692 06-6381-6565 中小企業府外

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

大阪府和泉市テクノステージ ２丁目3番28号 代表取締役 金子文雄
大栄環境株式会社0000017435 0725-54-3061 大企業府外

大阪府枚方市出口3丁目1番20号 代表取締役 吉原毅
大建管理株式会社0000014730 072-834-2927 中小企業府外

兵庫県川西市久代１丁目10番55号 代表取締役 長浜和裕
株式会社ダイシン0000016402 072-757-2216 中小企業府外

大阪府枚方市田口山２丁目13番16号 代表取締役 井川眞知子
株式会社大千工業0000020237 072-380-9276 中小企業府外

大阪府大阪市北区大淀中3丁目16番12号 F&Gビル 代表取締役 兒玉佳大
大都保全興業株式会社0000010408 06-6453-4813 中小企業府外

愛知県名古屋市港区昭和町18番地 代表取締役 足立正
中部リサイクル株式会社0000020190 052-611-1511 中小企業府外

埼玉県川口市芝下1丁目1番3号 代表取締役 三門克彰
株式会社テクアノーツ0000006872 048-424-2800 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外 （営業支店長 石田勝則）

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町三丁目2番8号 代表取締役 木村昌平
株式会社東急コミュニティー0000017179 06-4704-0138 大企業府外 （事業部長 中川達二）

（東京都）岡山県倉敷市南畝4丁目1番1号 代表取締役 西本利一
東京製鐵株式会社0000021028 086-455-7154 大企業府外

（執行役員岡山工場長 国米博之）

大阪府堺市中区土師町四丁5番17号 代表取締役 時任隼成
株式会社トキト0000012759 072-270-6462 中小企業府外

（徳島県）大阪府堺市堺区向陵東町１丁9番5号104 代表取締役 滝本佳範
株式会社トクスイ0000018593 072-275-8092 中小企業府外 （所長 滝本太一郎）

大阪府高槻市北大樋町45番1号 代表取締役 徳山仁守
有限会社徳山産業0000011862 072-672-0050 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市伏見区深草西浦町七丁目18番地1 代表取締役 前田晋二
都市クリエイト株式会社0000002822 623-5688 大企業府外 （支店長 高尾昌城）

京都府宮津市字波路826 代表取締役 城山恵二
トミタ環境株式会社0000021496 0772-22-3441 中小企業市外

（愛知県）京都府京都市南区久世中久世町3丁目11番1号 102号室 代表取締役 金井茂
株式会社ナスコ0000018764 921-0613 中小企業府外 （営業所長 秋庭渉）

大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目3番19号 南海日本橋ビル 代表取締役 西山哲弘
南海ビルサービス株式会社0000014889 06-6647-0001 大企業府外
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京都府亀岡市荒塚町2丁目14番10号 代表取締役 山本新次郎
南丹清掃株式会社0000012738 0771-22-4488 中小企業市外

京都府亀岡市安町大池11番地 代表取締役 高岡義晴
日進浄化槽センター株式会社0000011912 0771-22-5809 中小企業市外

（神奈川県）大阪府大阪市中央区内本町1丁目3-5 代表取締役 齋藤安弘
日本原料株式会社0000005174 06-6941-5555 中小企業府外 （支店長 瀬田和俊）

日本ハイウエイ・サービス株式会 （東京都）京都府京都市伏見区横大路貴船6 取締役社長 舟久保公雄
0000005244 621-4070 中小企業府外 （支店長 加藤清）社

日本メンテナスエンジニヤリング （大阪府）京都府乙訓郡 大山崎町字大山崎 小字鏡田10番地9 代表取締役社長 田伏重成
0000006742 075-959-0701 中小企業府外 （支店長 石田定雄）株式会社

（東京都）大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目1番2号 代表取締役社長 藤原悌
野村興産株式会社0000015982 06-4706-1345 大企業府外 （所長 山田康生）

鳥取県鳥取市千代水四丁目40番地 代表取締役 奥田貴光
株式会社白兎環境開発0000020558 0857-38-3020 中小企業府外

兵庫県神戸市北区藤原台南町2丁目19番1号 代表取締役 橋野要
有限会社ハシノ工業0000016640 078-987-4882 中小企業府外

大阪府南河内郡 河南町大字一須賀453番地の1 代表取締役 足立敏己
八光海運株式会社0000017250 0721-93-2222 中小企業府外

京都府京田辺市大住藤ノ木12番地3 取締役社長 森川哲也
有限会社びわこクリーンセンター0000020762 0774-65-4117 中小企業市外

香川県綾歌郡綾川町山田下2994番地1 代表取締役 馬場太一郎
株式会社富士クリーン0000023601 087-878-3111 中小企業府外

大阪府富田林市山中田町一丁目11番8号 代表取締役 藤野正勝
藤野興業株式会社0000006878 0721-24-0118 中小企業府外

京都府南丹市八木町 北屋賀 北川38-1 代表取締役 中川淳司
船井開発株式会社0000020185 0771-42-5143 中小企業市外

奈良県大和高田市大中16番地4 竹村ビル5階 代表取締役 虎走恵介
株式会社文政0000021582 0745-23-7775 中小企業府外

大阪府大阪市住之江区粉浜西1丁目2番6号 代表取締役 米澤勉
平和興業株式会社0000007267 06-6672-0216 中小企業府外

ペットリファインテクノロジー株 神奈川県川崎市川崎区扇町１２番２号 代表取締役 伊賀大悟
0000023124 044-366-3200 中小企業府外式会社

兵庫県神戸市長田区若松町三丁目1番2号 アスタピア新長田駅前通り 107の3号室 代表取締役 西岡和教
有限会社鳳鳴0000022322 078-754-7200 中小企業府外

兵庫県神戸市長田区御屋敷通５丁目1番16号 代表取締役 松田幸治
株式会社マニックス0000015296 078-691-0404 中小企業府外

大阪府茨木市豊川二丁目5番21号 代表取締役 萬徳美香
株式会社マルジュウ0000021512 072-640-5266 中小企業府外

福岡県大牟田市新開町2番地1 代表取締役 徳一博之
三池製錬株式会社0000021071 0944-53-7262 中小企業府外
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三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地 代表取締役 平井俊文
三重中央開発株式会社0000009076 0595-20-1119 大企業府外

大阪府大阪市北区堂島浜１丁目4番16号 アクア堂島ＮＢＦタワー17階 代表取締役 柾木隆弘
ミザック株式会社0000015211 06-6344-2700 中小企業府外

滋賀県甲賀市水口町松尾502番地の18 代表取締役 小山浩
株式会社水口テクノス0000020742 0748-62-1959 中小企業府外

（石川県）大阪府大阪市西淀川区中島２丁目12番45 代表取締役 岡村昇
ミナミ金属株式会社0000021774 06-6472-0111 中小企業府外 （センター長 中野健太郎）

大阪府大阪市中央区内本町１丁目2番15号 谷四スクエアビル５F-８号 代表取締役 笹井吾一
株式会社ミリオン・ジオサービス0000019200 06-6945-5603 中小企業府外

大阪府堺市 中区土師町 ４丁5番17号 代表取締役 時任美幸
株式会社メット0000019953 072-270-0169 中小企業府外

栃木県小山市大字粱2333番地29 代表取締役 村上学
メルテック株式会社0000018227 0285-49-1080 中小企業府外

京都府城陽市富野中ノ芝2番地の3 代表 山口誠誉
山口美洗サービス0000008794 0774-54-1979 中小企業市外

愛知県小牧市大字三ツ渕字西池田195番地の1 代表取締役 山本茂
ヤマショー金属株式会社0000023191 0568-73-4028 中小企業府外

京都府宇治市宇治琵琶54-14 代表取締役 木下群章
株式会社山城美研0000022534 0774-26-7040 中小企業市外

三重県伊賀市治田 シデノ木2441番地の1 代表取締役 山崎公信
株式会社ヤマゼン0000020510 0595-20-9250 中小企業府外

滋賀県東近江市今堀町621番地の1 代表取締役 光田昌弘
株式会社ライフテックミツダ0000013827 0748-23-0667 中小企業府外

京都府久世郡久御山町佐山西ノ口25-3 代表取締役 山本哲二
株式会社ＬＥＥ0000019972 0774-44-8801 中小企業市外

兵庫県西宮市鳴尾浜２丁目1番16号 代表取締役 山本英治
株式会社リヴァックス0000018238 0798-47-7626 中小企業府外

（東京都）京都府京都市伏見区竹田久保町62番1号 1Ｆ 代表取締役 西本良一
株式会社レンタル＆クリーニング0000023618 0120-789-345 中小企業府外 （支店長代理 村上一三）

京都府京田辺市大住池島21番地8 代表取締役 国本武
ROLLINGZERO株式会社0000022253 0774-62-5648 中小企業市外

東京都台東区台東二丁目9番4号 代表取締役社長 赤熊英次
ワセダ技研株式会社0000013497 03-5829-8751 中小企業府外
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兵庫県西宮市江上町1番2号 代表取締役 大谷彰宏
アールシースタッフ株式会社0000022019 0798-34-5561 大企業府外

東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市 北区紫野 下柏野町6番9 代表取締役 山形喜久
株式会社アカツキ0000017268 748-0050 中小企業府外 （所長 小泉隆）

（大阪府）京都府京都市中京区柳馬場通御池下ル柳八幡町65 京都朝日ビル 代表取締役社長 大西信治
朝日建物管理株式会社0000000224 075-255-0545 大企業府外 （所長 清水浩）

（東京都）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の1 取締役社長 岡崎俊樹
株式会社アサヒファシリティズ0000009685 812-1071 大企業府外 （支店長 粂昌昭）

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町２丁目２番１３号 大阪堺筋ビル6階 代表取締役社長 鈴木一三
ALSOKファシリティーズ株式会社0000016711 06-6125-0345 大企業府外 （支社長 田中誠次）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 代表取締役 浜田和成
イオンディライト株式会社0000013920 06-7660-7290 大企業府外

（支社長 西川和伸）

（大阪府）京都府京都市南区東九条上殿田町18番地 代表取締役 山形勝也
株式会社エー・エス・ジー0000017324 748-6432 中小企業府外 （所長 梶原大輔）

（東京都）東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル46階 代表取締役社長 古後昌彦
株式会社エイジェック0000018737 03-5909-8361 中小企業府外 （統括本部長 石原征二）

株式会社ＨＹＫヒューマンサポー 東京都中央区日本橋本石町3丁目2番地3号 日本橋オリーブビル3階 代表取締役 大貫和彦
0000023541 03-6262-1183 中小企業府外ト

株式会社エムズジャパンセキュリ 大阪府大阪市 西区阿波座 １丁目13番11号 代表取締役 明石光正
0000017223 06-6537-3939 中小企業府外ティ

大阪ガスセキュリティサービス株 大阪府大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号 代表取締役社長 遠山雅夫
0000008779 06-6306-2061 大企業府外式会社

株式会社大阪ガスファシリティー 大阪府大阪市東成区中道一丁目4番2号 代表取締役社長 木下立人
0000015246 06-6978-5850 大企業府外ズ

（東京都）大阪府大阪市 中央区備後町 １丁目7番10号 代表取締役 鼻戸勝紀
大林ファシリティーズ株式会社0000010004 06-4964-1651 中小企業府外 （取締役副社長執行役員大阪支店長 森良史）

大阪府大阪市中央区谷町3-1-9 代表取締役 細野直利
関西警備保障株式会社0000018068 06-6949-6001 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 代表取締役 松田敏樹
関西明裝株式会社0000003604 583-0911 大企業府外 （取締役京滋支社長 佐野誠治）

大阪府大阪市西成区花園南一丁目4番4号 代表取締役 清水雅也
株式会社カンソー0000015874 06-6658-1534 大企業府外

（大阪府）京都府京都市伏見区北浜町595-103 代表取締役 西田克也
近畿ビルサービス株式会社0000023615 603-5556 中小企業府外 （所長 山本伸司）

（大阪府）京都府京都市南区西九条池ノ内町106 取締役社長 則竹博安
近鉄ファシリティーズ株式会社0000005422 693-9001 大企業府外 （支店長 中野伸二）
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（埼玉県）大阪府大阪市北区中之島二丁目2番2号 大阪中之島ビル8階 代表取締役 川鍋大二
株式会社クリーン工房0000013134 06-6223-5450 大企業府外

（専務取締役 川鍋一朗）

広島県広島市中区東白島町19-3 代表取締役 山本剛史
株式会社クリエイタス0000022053 082-211-3333 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区間之町通御池上る高田町502番地 花柳ビル2階6号室 代表取締役 糟谷剛之
株式会社クレイブ0000023139 366-4776 中小企業府外 （所長 阿部真実）

東京都港区芝一丁目14番4号 代表取締役 高橋祐一
株式会社グローバルステージ0000022031 03-6271-9560 中小企業府外

東京都千代田区岩本町1-3-8 代表取締役 田邊龍美
株式会社ＫＳＰ・ＷＥＳＴ0000022634 03-5829-5721 中小企業府外

（奈良県）京都府木津川市相楽城西71番地1-225 代表取締役 寺嶋圭一
株式会社ＫＢＳ0000023223 050-3619-9902 中小企業府外 （所長 寺嶋伊代子）

（大阪府）京都府京都市左京区田中上柳町25-3 京阪出町柳ビル 代表取締役 内田茂信
京阪ビルテクノサービス株式会社0000005806 706-8650 中小企業府外

（営業所長 塩谷晋司）

兵庫県姫路市北条 １丁目408番5 代表取締役 東義雄
光栄産業株式会社0000018147 079-282-5551 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区五条通室町西入ル東錺屋町189番地 クマガイ五条ビル7F 代表取締役 徳田穂積
国際セーフティー株式会社0000008892 371-3228 大企業府外 （支社長 秋森順之）

大阪府大阪市北区西天満4丁目8番17号 代表取締役 南昭彦
コスモ警備保障株式会社0000000406 06-6364-2751 中小企業府外

大阪府大阪市北区西天満4丁目11番23号 代表取締役 南昭彦
コスモ建物管理株式会社0000008335 06-6365-5581 中小企業府外

広島県広島市中区袋町4番31号 代表取締役 福井滋
株式会社合人社計画研究所0000011855 082-247-7994 大企業府外

サクラインターナショナル株式会 大阪府大阪市中央区備後町1-7-3 代表取締役 妙代金幸
0000020751 06-6264-3900 大企業府外社

（東京都）大阪府大阪市 中央区南新町 ２丁目3番7号 代表取締役 吉澤幸夫
株式会社サンアメニティ0000018720 06-6944-5370 中小企業府外

（支社長 大瀧一作）

大阪府大阪市中央区南新町２丁目3-7 代表取締役 加藤隆志
株式会社サンアメニティ大阪0000019998 06-6944-5370 中小企業府外

大阪府大阪市中央区和泉町１丁目1番14号 代表取締役 方山典優
株式会社サンメンテナンス0000009518 06-4791-0100 中小企業府外

大阪府大阪市北区堂島1-1-5 代表取締役 吉田正
株式会社ザイマックス関西0000022277 06-6341-2836 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番7号 代表取締役 富永秀行
株式会社シミズ・ビルライフケア0000007088 06-6443-0508 中小企業府外 （支社長 近江愼二）

大阪府大阪市北区天神橋7丁目7番5号 代表取締役 高石寧夫
伸和サービス株式会社0000012753 06-6351-0065 大企業府外

東京都千代田区二番町３番地 代表取締役社長 大竹弘孝
株式会社ＪＭ0000021291 03-5275-7048 大企業府外
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大阪府大阪市中央区瓦町一丁目4番8号 代表取締役 田邉治
株式会社ジェイケイ シレス0000012736 06-6221-3989 中小企業府外

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 代表取締役社長 尾関一郎
セコム株式会社0000000757 03-5775-8475 大企業府外

東京都文京区目白台２丁目7番8号 代表取締役 堀田守弘
セコムジャスティック株式会社0000013039 03-5319-3361 大企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町87番地 ケイアイ興産京都ビル7 代表取締役 小谷野宗靖
株式会社セノン0000008682 254-1151 大企業府外 Ｆ （支社長 出来昭弘）

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町 8番地 京都三井ビルディング6 代表取締役 澤本尚志
セントラル警備保障株式会社0000008683 257-8215 大企業府外 F （支社長 工藤修平）

（東京都）京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579番地 五条堀川ビル２階 代表取締役 栢木伊久二
綜合警備保障株式会社0000001569 343-5171 大企業府外 （支社長 山下和弘）

（東京都）大阪府大阪市西区南堀江一丁目18番4号 代表取締役社長 浜中裕之
大成有楽不動産株式会社0000009980 06-6538-1731 大企業府外

（支店長 太田孝三）

（東京都）京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町 625番地 東京建物四条烏丸ビルW 代表取締役会長兼社長 狩野伸彌
太平ビルサービス株式会社0000008383 213-5792 大企業府外 EST3階 （支店長 松田栄太朗）

大阪府東大阪市箱殿町5番8号 代表取締役 齋藤昭
株式会社大軌0000017285 072-982-4181 中小企業府外

大阪府枚方市出口3丁目1番20号 代表取締役 吉原毅
大建管理株式会社0000014730 072-834-2927 中小企業府外

大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 代表取締役 落合寛司
株式会社大広0000008172 06-7174-8111 大企業府外

大阪府大阪市 北区芝田 ２丁目3番19号 東洋ビル 代表取締役 柳本幹男
中央警備保障株式会社0000017438 06-6374-1371 中小企業府外

東京都新宿区歌舞伎町 １丁目1番16号 代表取締役 影山嘉昭
テイケイ株式会社0000018810 03-6233-2991 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外

（営業支店長 石田勝則）

株式会社トータルシティービル管 （東京都）静岡県静岡市葵区紺屋町11番地17 桜井・第一共同ビルディング7階 代表取締役 鈴木秀行
0000023550 054-254-1960 中小企業府外 （支店長 山本信介）理

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町三丁目2番8号 代表取締役 木村昌平
株式会社東急コミュニティー0000017179 06-4704-0138 大企業府外 （事業部長 中川達二）

東京都新宿区西新宿6丁目14番1号 代表取締役 野島信明
東京ビジネスサービス株式会社0000008788 03-3344-4551 大企業府外

（大阪府）京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番地 中信駅前ビル 代表取締役 松本雅文
東宝ビル管理株式会社0000017421 371-9333 大企業府外 （取締役支社長 唐土恵輔）

（大阪府）京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670 京都フクトクビル7Ｆ 代表取締役社長 池田博之
東洋テック株式会社0000001122 255-1818 大企業府外 （支社長 杉森実）

大阪府大阪市西区新町一丁目28番3号 代表取締役 和田妙純
株式会社東和総合サービス0000009578 06-6110-1234 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0028 警備
0001 常駐警備

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーＢ14階 代表取締役 庄司弘巳
都市環境整美株式会社0000020147 06-6371-5411 中小企業府外

（支店長 寺澤喜人）

滋賀県彦根市犬方町790番地 代表取締役 篠村安弘
株式会社ナショナルメンテナンス0000017278 0749-28-7300 中小企業府外

大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目3番19号 南海日本橋ビル 代表取締役 西山哲弘
南海ビルサービス株式会社0000014889 06-6647-0001 大企業府外

大阪府大阪市中央区南船場一丁目17番10号 取締役社長 嶋田有孝
株式会社日経サービス0000005819 06-6268-6588 中小企業府外

京都府京田辺市大住関屋6番地の11 代表取締役 青木啓一
日新警備保障株式会社0000008705 0774-63-5004 中小企業市外

日東カストディアル・サービス株 （東京都）京都府京都市伏見区深草堀田町10番地1 京阪藤の森ビル８Ｆ 代表取締役 嶋立義之
0000017345 634-8737 大企業府外 （京都支店長 西英聖）式会社

（東京都）京都府京都市 中京区烏丸通 四条上る笋町691 りそな京都ビル9階 代表取締役社長 福田慎太郎
日本管財株式会社0000007848 254-2733 大企業府外

（京都支店長 永田大蔵）

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２階 代表取締役 西門賢治
日本パナユーズ株式会社0000013824 06-4394-8723 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号 代表取締役社長 臼井賢
日本メックス株式会社0000006449 06-4706-5622 中小企業府外 （常務取締役支店長 谷島錦吾）

大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-1200号 代表取締役 坂下芳史
株式会社ハウスビルシステム0000008629 06-6346-5454 大企業府外

東京都中央区日本橋人形町３丁目5番4号 代表取締役社長 山本保
株式会社白青舎0000003969 03-5822-1561 大企業府外

大阪府大阪市中央区内本町1丁目1番10号 代表取締役 吉田聡
株式会社博明社0000014706 06-6941-6337 中小企業府外

東京都港区芝２丁目6番1号 代表取締役社長 三田部芳信
株式会社長谷工コミュニティ0000006114 03-3457-1222 大企業府外

阪急阪神マーケティングソリュー 大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号 代表取締役社長 三宅良明
0000022621 06-6373-6805 中小企業府外ションズ株式会社

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号 取締役社長 光冨眞哉
株式会社日立ビルシステム0000000399 06-6453-9243 大企業府外 （支社長 小口辰廣）

兵庫県神戸市 兵庫区塚本通 ４丁目4番19 代表取締役 竹辻正
日之出管財株式会社0000017257 078-515-8110 中小企業府外

大阪府吹田市南金田2丁目12番1号 代表取締役社長 梶山龍誠
株式会社ビケンテクノ0000008329 06-6380-2141 大企業府外

奈良県大和高田市大中16番地4 竹村ビル5階 代表取締役 虎走恵介
株式会社文政0000021582 0745-23-7775 中小企業府外

大阪府大阪市住之江区粉浜西1丁目2番6号 代表取締役 米澤勉
平和興業株式会社0000007267 06-6672-0216 中小企業府外

（大阪府）京都府京田辺市三山木 大南山36番5号 代表取締役 山下勝
株式会社ホープ0000009357 0774-68-2277 中小企業府外 （営業所長 山下文子）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0028 警備
0001 常駐警備

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府大阪市北区豊崎五丁目6番10号 代表取締役 間藤芳樹
株式会社マッシュ0000016016 06-6377-1230 中小企業府外

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外

（支店長 森田正樹）

大阪府大阪市中央区難波二丁目2番3号 代表取締役社長 石原浩一郎
ミディ総合管理株式会社0000011752 06-7633-8300 大企業府外

大阪府大阪市浪速区桜川四丁目1番32号 代表取締役 中務稔也
株式会社ユニテックス0000010546 06-4392-4555 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区西天満４丁目4番13号 取締役社長 北原博史
株式会社菱サ・ビルウェア0000010237 06-6366-1230 大企業府外 （取締役支店長 中西伸和）

東京都中央区日本橋人形町2丁目25番13号 代表取締役社長 中上孝文
株式会社リンレイサービス0000010560 03-5643-5751 中小企業府外

愛知県名古屋市中区錦３丁目2番32号 錦アクシスビル6階 代表取締役 篠崎雄基
株式会社ルート・ワン0000019848 052-684-9680 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0028 警備
0002 機械警備

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

東京都港区三田三丁目13番12号 代表取締役 花田仁
株式会社アイ・エス・エス0000021111 03-6369-9991 中小企業府外

（東京都）京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の1 取締役社長 岡崎俊樹
株式会社アサヒファシリティズ0000009685 812-1071 大企業府外

（支店長 粂昌昭）

アムス・セキュリティサービス株 （大阪府）京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町618 代表取締役 築地正一
0000008983 822-0111 大企業府外 （所長 田中徹也）式会社

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町２丁目２番１３号 大阪堺筋ビル6階 代表取締役社長 鈴木一三
ALSOKファシリティーズ株式会社0000016711 06-6125-0345 大企業府外 （支社長 田中誠次）

大阪府箕面市萱野一丁目8番20号 代表社員 丸岡康一
イーチ合同会社0000023147 072-747-7474 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 代表取締役 浜田和成
イオンディライト株式会社0000013920 06-7660-7290 大企業府外 （支社長 西川和伸）

株式会社ＨＹＫヒューマンサポー 東京都中央区日本橋本石町3丁目2番地3号 日本橋オリーブビル3階 代表取締役 大貫和彦
0000023541 03-6262-1183 中小企業府外ト

大阪ガスセキュリティサービス株 大阪府大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号 代表取締役社長 遠山雅夫
0000008779 06-6306-2061 大企業府外式会社

（東京都）大阪府大阪市 中央区備後町 １丁目7番10号 代表取締役 鼻戸勝紀
大林ファシリティーズ株式会社0000010004 06-4964-1651 中小企業府外 （取締役副社長執行役員大阪支店長 森良史）

（大阪府）京都府京都市伏見区北浜町595-103 代表取締役 西田克也
近畿ビルサービス株式会社0000023615 603-5556 中小企業府外 （所長 山本伸司）

東京都千代田区岩本町1-3-8 代表取締役 田邊龍美
株式会社ＫＳＰ・ＷＥＳＴ0000022634 03-5829-5721 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市左京区田中上柳町25-3 京阪出町柳ビル 代表取締役 内田茂信
京阪ビルテクノサービス株式会社0000005806 706-8650 中小企業府外 （営業所長 塩谷晋司）

（大阪府）京都府京都市下京区五条通室町西入ル東錺屋町189番地 クマガイ五条ビル7F 代表取締役 徳田穂積
国際セーフティー株式会社0000008892 371-3228 大企業府外

（支社長 秋森順之）

大阪府大阪市中央区和泉町１丁目1番14号 代表取締役 方山典優
株式会社サンメンテナンス0000009518 06-4791-0100 中小企業府外

大阪府大阪市北区天神橋7丁目7番5号 代表取締役 高石寧夫
伸和サービス株式会社0000012753 06-6351-0065 大企業府外

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 代表取締役社長 尾関一郎
セコム株式会社0000000757 03-5775-8475 大企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町87番地 ケイアイ興産京都ビル7 代表取締役 小谷野宗靖
株式会社セノン0000008682 254-1151 大企業府外 Ｆ （支社長 出来昭弘）

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町 8番地 京都三井ビルディング6 代表取締役 澤本尚志
セントラル警備保障株式会社0000008683 257-8215 大企業府外 F （支社長 工藤修平）

（東京都）京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579番地 五条堀川ビル２階 代表取締役 栢木伊久二
綜合警備保障株式会社0000001569 343-5171 大企業府外 （支社長 山下和弘）

（東京都）大阪府大阪市西区南堀江一丁目18番4号 代表取締役社長 浜中裕之
大成有楽不動産株式会社0000009980 06-6538-1731 大企業府外 （支店長 太田孝三）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0028 警備
0002 機械警備

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（大阪府）京都府京都市南区西九条蔵王町30-1 大樹生命京都南ビル２階 代表取締役社長 山田邦裕
テルウェル西日本株式会社0000015945 672-9010 大企業府外

（営業支店長 石田勝則）

（東京都）大阪府大阪市中央区博労町三丁目2番8号 代表取締役 木村昌平
株式会社東急コミュニティー0000017179 06-4704-0138 大企業府外

（事業部長 中川達二）

東京都新宿区西新宿6丁目14番1号 代表取締役 野島信明
東京ビジネスサービス株式会社0000008788 03-3344-4551 大企業府外

（大阪府）京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670 京都フクトクビル7Ｆ 代表取締役社長 池田博之
東洋テック株式会社0000001122 255-1818 大企業府外 （支社長 杉森実）

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーＢ14階 代表取締役 庄司弘巳
都市環境整美株式会社0000020147 06-6371-5411 中小企業府外 （支店長 寺澤喜人）

大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目3番19号 南海日本橋ビル 代表取締役 西山哲弘
南海ビルサービス株式会社0000014889 06-6647-0001 大企業府外

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２階 代表取締役 西門賢治
日本パナユーズ株式会社0000013824 06-4394-8723 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号 代表取締役社長 臼井賢
日本メックス株式会社0000006449 06-4706-5622 中小企業府外

（常務取締役支店長 谷島錦吾）

東京都中央区日本橋人形町３丁目5番4号 代表取締役社長 山本保
株式会社白青舎0000003969 03-5822-1561 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号 取締役社長 光冨眞哉
株式会社日立ビルシステム0000000399 06-6453-9243 大企業府外 （支社長 小口辰廣）

大阪府吹田市南金田2丁目12番1号 代表取締役社長 梶山龍誠
株式会社ビケンテクノ0000008329 06-6380-2141 大企業府外

（東京都）京都府長岡京市馬場図所1番地 代表取締役社長 舩尾英司
三菱電機ライフサービス株式会社0000021331 075-958-3524 大企業府外 （支店長 森田正樹）

（東京都）大阪府大阪市北区西天満４丁目4番13号 取締役社長 北原博史
株式会社菱サ・ビルウェア0000010237 06-6366-1230 大企業府外

（取締役支店長 中西伸和）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0030 電車車輌製造
0001 電車車輌製造

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）東京都港区芝浦１丁目１０番１１号 代表取締役 細川善三
伊岳商事株式会社0000023388 03-3451-9351 中小企業府外

（取締役 古山忠章）

兵庫県神戸市 兵庫区和田山通二丁目1番18号 代表取締役 社長執行役員 村生弘
川崎車両株式会社0000023158 078-682-3132 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区曽根崎２丁目12番7号 清和梅田ビル 代表取締役 橋本康彦
川崎重工業株式会社0000005011 06-6484-9310 大企業府外 （支社長 田坂秀樹）

大阪府豊中市庄内東町６丁目7番8号 代表取締役 三條場英敏
関西軌器有限会社0000022653 06-6334-7416 中小企業府外

（兵庫県）兵庫県神戸市中央区港島南町７丁目2-15 代表取締役社長 坂井聡一郎
関西工機整備株式会社0000021058 078-304-6022 中小企業府外 （印刷事業部長 大森正樹）

（大阪府）大阪府東大阪市稲田上町2丁目2番46号 代表取締役社長 山田守宏
近畿車輛株式会社0000005061 06-6746-4184 大企業府外 （国内営業部長 網谷忠雄）

大阪府大阪市北区豊崎三丁目19番3号 代表取締役社長 松岡俊宏
株式会社ＪＲ西日本テクノス0000023143 06-7223-8765 中小企業府外

（神奈川県）大阪府大阪市中央区瓦町3-4-15 代表取締役社長 西山隆雄
株式会社総合車両製作所0000008097 06-6202-5424 大企業府外

（常務取締役営業本部長 藤本重彦）

東京都大田区大森北4丁目11番11号 代表取締役 西山博務
株式会社ニシヤマ0000007243 03-5767-5351 大企業府外

（北海道）大阪府大阪市淀川区西中島５丁目5番15号 新大阪セントラルタワー南館8階 代表取締役 宮澤和孝
株式会社ＮＩＣＨＩＪＯ0000021085 06-6300-7254 中小企業府外 （支社長 鳴海健一）

（愛知県）大阪府大阪市北区梅田三丁目1番3号 ノースゲートビル１４階 代表取締役社長 五十嵐一弘
日本車輌製造株式会社0000000424 06-6341-4455 大企業府外 （支店長 信岡憲爾）

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 執行役社長 小島啓二
株式会社日立製作所0000005231 223-5611 大企業府外 （支店長 岸田聡）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0031 電車車輌内装
0001 電車車輌内装

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）兵庫県神戸市兵庫区和田山通2-12-14 代表取締役 淺川雅夫
株式会社アサヤマ0000010251 078-681-9661 中小企業府外

（本部長 清水和彦）

愛知県名古屋市中区栄3-19-4 代表取締役 市橋康男
市岡株式会社0000015804 052-261-5431 中小企業府外

大阪府大阪市住之江区南港東9丁目4番45号 代表取締役社長 村上茂
大阪車輌工業株式会社0000008123 06-4703-7351 中小企業府外

兵庫県神戸市 兵庫区和田山通二丁目1番18号 代表取締役 社長執行役員 村生弘
川崎車両株式会社0000023158 078-682-3132 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区曽根崎２丁目12番7号 清和梅田ビル 代表取締役 橋本康彦
川崎重工業株式会社0000005011 06-6484-9310 大企業府外 （支社長 田坂秀樹）

（兵庫県）兵庫県神戸市中央区港島南町７丁目2-15 代表取締役社長 坂井聡一郎
関西工機整備株式会社0000021058 078-304-6022 中小企業府外 （印刷事業部長 大森正樹）

京都府宇治市槇島町本屋敷３０番地 代表取締役社長 小谷奉正
共栄実業株式会社0000023344 0774-28-5508 中小企業市外

（大阪府）大阪府東大阪市稲田上町2丁目2番46号 代表取締役社長 山田守宏
近畿車輛株式会社0000005061 06-6746-4184 大企業府外

（国内営業部長 網谷忠雄）

京都府宇治市宇治妙楽146 代表取締役 梶均
有限会社昇苑くみひも0000022697 0774-23-5510 中小企業市外

大阪府大阪市北区豊崎三丁目19番3号 代表取締役社長 松岡俊宏
株式会社ＪＲ西日本テクノス0000023143 06-7223-8765 中小企業府外

大阪府大阪市中央区南船場三丁目11番20号 代表取締役 永田鉄平
住江織物株式会社0000005052 06-6251-6801 中小企業府外

（神奈川県）大阪府大阪市中央区瓦町3-4-15 代表取締役社長 西山隆雄
株式会社総合車両製作所0000008097 06-6202-5424 大企業府外 （常務取締役営業本部長 藤本重彦）

東京都中野区沼袋二丁目14番9号 代表取締役社長 山本昇一郎
司機工株式会社0000020168 03-5318-3811 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1-14 住友生命新大阪北ビル13階 代表取締役 中村弘樹
株式会社中村自工0000023421 06-6350-7001 中小企業府外

（大阪営業所長 中西資夫）

東京都大田区大森北4丁目11番11号 代表取締役 西山博務
株式会社ニシヤマ0000007243 03-5767-5351 大企業府外

（北海道）大阪府大阪市淀川区西中島５丁目5番15号 新大阪セントラルタワー南館8階 代表取締役 宮澤和孝
株式会社ＮＩＣＨＩＪＯ0000021085 06-6300-7254 中小企業府外 （支社長 鳴海健一）

兵庫県尼崎市北城内116番地 代表取締役 箕浦幹也
阪神車両メンテナンス株式会社0000013117 06-6481-7793 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 執行役社長 小島啓二
株式会社日立製作所0000005231 223-5611 大企業府外 （支店長 岸田聡）

大阪府東大阪市若江南町一丁目1番28号 代表取締役 三上省吾
三上化工材株式会社0000008173 06-4307-6671 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0032 電車車輌台車
0001 電車車輌台車

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）東京都港区芝浦１丁目１０番１１号 代表取締役 細川善三
伊岳商事株式会社0000023388 03-3451-9351 中小企業府外

（取締役 古山忠章）

兵庫県神戸市 兵庫区和田山通二丁目1番18号 代表取締役 社長執行役員 村生弘
川崎車両株式会社0000023158 078-682-3132 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区曽根崎２丁目12番7号 清和梅田ビル 代表取締役 橋本康彦
川崎重工業株式会社0000005011 06-6484-9310 大企業府外 （支社長 田坂秀樹）

大阪府豊中市庄内東町６丁目7番8号 代表取締役 三條場英敏
関西軌器有限会社0000022653 06-6334-7416 中小企業府外

（大阪府）大阪府東大阪市稲田上町2丁目2番46号 代表取締役社長 山田守宏
近畿車輛株式会社0000005061 06-6746-4184 大企業府外 （国内営業部長 網谷忠雄）

（東京都）東京都千代田区大手町二丁目3番2号 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 兵頭誠之
住友商事株式会社0000005152 03-6285-7021 大企業府外 （部長 吉村直裕）

（神奈川県）大阪府大阪市中央区瓦町3-4-15 代表取締役社長 西山隆雄
株式会社総合車両製作所0000008097 06-6202-5424 大企業府外

（常務取締役営業本部長 藤本重彦）

（神奈川県）大阪府大阪市北区角田町1番1号 （東阪急ビル） 代表取締役社長 矢達悦典
東洋工機株式会社0000020773 06-6313-1310 中小企業府外

（大阪営業所長 柴崎憲二）

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1-14 住友生命新大阪北ビル13階 代表取締役 中村弘樹
株式会社中村自工0000023421 06-6350-7001 中小企業府外 （大阪営業所長 中西資夫）

東京都大田区大森北4丁目11番11号 代表取締役 西山博務
株式会社ニシヤマ0000007243 03-5767-5351 大企業府外

（北海道）大阪府大阪市淀川区西中島５丁目5番15号 新大阪セントラルタワー南館8階 代表取締役 宮澤和孝
株式会社ＮＩＣＨＩＪＯ0000021085 06-6300-7254 中小企業府外 （支社長 鳴海健一）

（愛知県）大阪府大阪市北区梅田三丁目1番3号 ノースゲートビル１４階 代表取締役社長 五十嵐一弘
日本車輌製造株式会社0000000424 06-6341-4455 大企業府外 （支店長 信岡憲爾）

兵庫県尼崎市北城内116番地 代表取締役 箕浦幹也
阪神車両メンテナンス株式会社0000013117 06-6481-7793 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 執行役社長 小島啓二
株式会社日立製作所0000005231 223-5611 大企業府外

（支店長 岸田聡）

（大阪府）大阪府大阪市中央区南新町2-2-5 取締役社長 竹下敏章
株式会社マルカ0000022279 06-6450-6835 大企業府外 （部長 吉田栄利）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0033 電車車両用装置
0001 電車車両用装置

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府大阪市福島区海老江１丁目1番31号 代表取締役 水本好信
アイテック阪急阪神株式会社0000015836 06-6456-5200 中小企業府外

（東京都）兵庫県神戸市兵庫区和田山通2-12-14 代表取締役 淺川雅夫
株式会社アサヤマ0000010251 078-681-9661 中小企業府外

（本部長 清水和彦）

（東京都）東京都港区芝浦１丁目１０番１１号 代表取締役 細川善三
伊岳商事株式会社0000023388 03-3451-9351 中小企業府外 （取締役 古山忠章）

（東京都）大阪府大阪市中央区松屋町7番7号 代表取締役 本橋伸幸
株式会社カナデン0000023167 06-6763-6800 大企業府外 （常務取締役支社長 守屋太）

兵庫県神戸市 兵庫区和田山通二丁目1番18号 代表取締役 社長執行役員 村生弘
川崎車両株式会社0000023158 078-682-3132 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区曽根崎２丁目12番7号 清和梅田ビル 代表取締役 橋本康彦
川崎重工業株式会社0000005011 06-6484-9310 大企業府外 （支社長 田坂秀樹）

（兵庫県）大阪府大阪市北区曽根崎2丁目12番7号 代表取締役 高来悟
川重商事株式会社0000005420 06-6360-3151 大企業府外

（工事統括部長 松田智行）

大阪府豊中市庄内東町６丁目7番8号 代表取締役 三條場英敏
関西軌器有限会社0000022653 06-6334-7416 中小企業府外

（兵庫県）兵庫県神戸市中央区港島南町７丁目2-15 代表取締役社長 坂井聡一郎
関西工機整備株式会社0000021058 078-304-6022 中小企業府外 （印刷事業部長 大森正樹）

京都府宇治市槇島町本屋敷３０番地 代表取締役社長 小谷奉正
共栄実業株式会社0000023344 0774-28-5508 中小企業市外

（神奈川県）大阪府大阪市北区浪花町14番25号 ＫＲＤ天六ビル 代表取締役社長執行役員 國澤良治
株式会社京三製作所0000005225 06-6374-2552 大企業府外 （常務執行役員大阪支社長 園田博）

（大阪府）大阪府東大阪市稲田上町2丁目2番46号 代表取締役社長 山田守宏
近畿車輛株式会社0000005061 06-6746-4184 大企業府外 （国内営業部長 網谷忠雄）

（静岡県）大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル 代表取締役 廣瀬仁士
コイト電工株式会社0000005423 06-6367-2400 中小企業府外

（支店長 中川修）

大阪府高槻市大塚町１丁目29番11号 代表取締役 小笹敏美
光栄電池株式会社0000020417 072-673-2458 中小企業府外

（埼玉県）大阪府大阪市北区芝田１丁目4番8号 北阪急ﾋﾞﾙ6階 代表取締役 菅野好政
株式会社工進精工所0000021610 06-6372-6896 中小企業府外 （所長 西堤理一）

大阪府大阪市 平野区西脇 ２丁目12番26号 代表取締役社長 相薗岳生
株式会社交通電業社0000010351 06-6701-0111 中小企業府外

大阪府大阪市北区豊崎三丁目19番3号 代表取締役社長 松岡俊宏
株式会社ＪＲ西日本テクノス0000023143 06-7223-8765 中小企業府外

（東京都）東京都千代田区大手町二丁目3番2号 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 兵頭誠之
住友商事株式会社0000005152 03-6285-7021 大企業府外 （部長 吉村直裕）

（神奈川県）大阪府大阪市中央区瓦町3-4-15 代表取締役社長 西山隆雄
株式会社総合車両製作所0000008097 06-6202-5424 大企業府外 （常務取締役営業本部長 藤本重彦）

大阪府大阪市西区京町堀1丁目17番8号 京ビル 代表取締役 小倉幸一
株式会社ダイカ0000023609 06-6447-7401 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0033 電車車両用装置
0001 電車車両用装置

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府八尾市南太子堂1丁目1番53号 代表取締役 岩崎稔
大光電気株式会社0000013126 072-994-3251 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区三国本町二丁目1番3号 代表取締役社長 佐藤盛三
大同信号株式会社0000005296 06-7668-0741 大企業府外

（支店長 豊嶋昭年）

東京都中野区沼袋二丁目14番9号 代表取締役社長 山本昇一郎
司機工株式会社0000020168 03-5318-3811 中小企業府外

神奈川県川崎市中原区今井上町11番21号 代表取締役 村田和夫
東急テクノシステム株式会社0000018248 044-733-4211 大企業府外

（神奈川県）大阪府大阪市北区角田町8-1 代表取締役社長 今野貴之
東芝インフラシステムズ株式会社0000005968 06-6130-2215 大企業府外 （関西支社長 江尻昌弘）

東芝トランスポートエンジニアリ （東京都）大阪府大阪市北区角田町8番1号 大阪梅田ツインタワーズ・ノース27階 代表取締役 高見泰範
0000006726 06-6130-2211 中小企業府外 （課長 井上裕介）ング株式会社

（神奈川県）大阪府大阪市北区角田町1番1号 （東阪急ビル） 代表取締役社長 矢達悦典
東洋工機株式会社0000020773 06-6313-1310 中小企業府外

（大阪営業所長 柴崎憲二）

（東京都）大阪府大阪市北区角田町1番1号 東阪急ビル 代表取締役社長 渡部朗
東洋電機製造株式会社0000005622 06-6313-1303 大企業府外

（執行役員大阪支社長 今泉博之）

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1-14 住友生命新大阪北ビル13階 代表取締役 中村弘樹
株式会社中村自工0000023421 06-6350-7001 中小企業府外 （大阪営業所長 中西資夫）

（東京都）兵庫県神戸市 西区高塚台 ７丁目3番地の3 代表取締役社長 木村和正
ナブテスコ株式会社0000008078 078-993-0347 大企業府外 （部長 榎本章仁）

東京都大田区大森北4丁目11番11号 代表取締役 西山博務
株式会社ニシヤマ0000007243 03-5767-5351 大企業府外

（北海道）大阪府大阪市淀川区西中島５丁目5番15号 新大阪セントラルタワー南館8階 代表取締役 宮澤和孝
株式会社ＮＩＣＨＩＪＯ0000021085 06-6300-7254 中小企業府外 （支社長 鳴海健一）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号 代表取締役社長 佐伯康光
日鉄物産株式会社0000008098 06-7708-8035 大企業府外

（常務執行役員大阪支社長 服部昌弘）

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 執行役社長 小島啓二
株式会社日立製作所0000005231 223-5611 大企業府外

（支店長 岸田聡）

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3番1号 代表取締役 近藤史郎
富士電機株式会社0000005858 06-7166-7300 大企業府外 （支社長 前田一樹）

大阪府交野市幾野５丁目19番1号 代表取締役社長 楠本千年
株式会社富士電機製作所0000015996 072-892-5555 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市中央区南新町2-2-5 取締役社長 竹下敏章
株式会社マルカ0000022279 06-6450-6835 大企業府外 （部長 吉田栄利）

三井物産プラントシステム株式会 （東京都）大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 代表取締役社長 谷垣匡輝
0000011969 06-6226-3665 大企業府外 （支社長 稲垣靖彦）社

（東京都）京都府京都市下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町608-9 代表執行役 漆間啓
三菱電機株式会社0000005048 361-2198 大企業府外 （支店長 公文龍男）

（東京都）大阪府大阪市北区天神橋4丁目7番13号 イトービア扇町ビル702 取締役社長 菊地裕之
森尾電機株式会社0000020559 06-6881-7552 中小企業府外 （所長 政井明）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0033 電車車両用装置
0001 電車車両用装置

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）大阪府大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋ＳＩＡビル 代表取締役社長 高田一昭
株式会社ヤシマキザイ0000008873 06-6538-2301 中小企業府外

（取締役支店長 和田信一郎）

（東京都）大阪府大阪市北区曽根崎２丁目5番10号 梅田パシフィックビルディング７Ｆ 代表取締役 飯田充男
八幡電気産業株式会社0000005104 06-6311-5681 中小企業府外

（大阪営業所長 平田勝）

（東京都）京都府京都市 中京区弁慶石町51 菱電商事京都ビル4Ｆ 取締役社長 富澤克行
菱電商事株式会社0000005070 050-9002-4875 大企業府外 （京都営業所長 田原作家）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0034 レール
0001 レール

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）大阪府大阪市北区堂島１丁目６番２０号 代表取締役社長 飯野聡
JFE商事鉄鋼建材株式会社0000009146 06-4795-7332 大企業府外

（大阪土木棒鋼部長 唐鎌祐次郎）

東京都中野区沼袋二丁目14番9号 代表取締役社長 山本昇一郎
司機工株式会社0000020168 03-5318-3811 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号 代表取締役社長 佐伯康光
日鉄物産株式会社0000008098 06-7708-8035 大企業府外 （常務執行役員大阪支社長 服部昌弘）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0035 軌道用品
0001 軌道用品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（岐阜県）大阪府大阪市淀川区西中島6丁目1番3号 アストロ新大阪第2ビル 代表取締役 井手口哲朗
株式会社安部日鋼工業0000005113 06-6301-5231 中小企業府外

（支店長 田中宏）

（東京都）東京都港区芝浦１丁目１０番１１号 代表取締役 細川善三
伊岳商事株式会社0000023388 03-3451-9351 中小企業府外

（取締役 古山忠章）

大阪府大阪市 北区堂島 一丁目5番17号 代表取締役 石田光人
株式会社大阪砕石工業所0000008649 06-6485-7501 中小企業府外

東京都杉並区荻窪五丁目26番13号 代表取締役社長 内田浩二
株式会社カネコ0000023235 03-3392-6831 中小企業府外

大阪府豊中市庄内東町６丁目7番8号 代表取締役 三條場英敏
関西軌器有限会社0000022653 06-6334-7416 中小企業府外

（神奈川県）大阪府大阪市北区浪花町14番25号 ＫＲＤ天六ビル 代表取締役社長執行役員 國澤良治
株式会社京三製作所0000005225 06-6374-2552 大企業府外 （常務執行役員大阪支社長 園田博）

（広島県）大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目8番29号 代表取締役社長 山根隆志
極東興和株式会社0000005077 06-6397-0170 大企業府外

（取締役支店長 新居裕幸）

近鉄軌道エンジニアリング株式会 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町4番13号 代表取締役社長 田野雄紀夫
0000005523 06-6764-6450 中小企業府外社

大阪府大阪市中央区本町橋6番22号 代表取締役 草野和弘
草野産業株式会社0000005062 06-6944-1213 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原5丁目1番18号 新大阪第27松屋ビル708号 代表取締役社長 牧野良弘
興和化成株式会社0000005122 06-6398-1133 中小企業府外 （支店長 小西年彦）

大阪府大阪市淀川区西中島7丁目16番76号 代表取締役 田中政章
株式会社 シーピーケイ0000005109 06-6305-7211 中小企業府外

愛知県名古屋市緑区太子１丁目321番地 代表取締役 澁谷洋介
昭栄工業株式会社0000019881 052-624-5831 中小企業府外

大阪府大阪市西区京町堀1丁目17番8号 京ビル 代表取締役 小倉幸一
株式会社ダイカ0000023609 06-6447-7401 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目1-1 興銀ビル10階 代表取締役社長執行役員 立花一人
大同興業株式会社0000022846 06-6201-2481 大企業府外

（素形材営業本部素形材第一部長 金本隆）

（東京都）大阪府大阪市淀川区三国本町二丁目1番3号 代表取締役社長 佐藤盛三
大同信号株式会社0000005296 06-7668-0741 大企業府外 （支店長 豊嶋昭年）

東京都中野区沼袋二丁目14番9号 代表取締役社長 山本昇一郎
司機工株式会社0000020168 03-5318-3811 中小企業府外

（兵庫県）大阪府大阪市 北区芝田 ２丁目8番31号 第三東洋ビル 代表取締役 大塚義博
株式会社テツコン0000008763 06-6372-2935 中小企業府外 （営業課長 阪田嘉洋）

（東京都）大阪府大阪市北区豊崎３丁目20番9号 代表取締役 吉田晃
鉄道機器株式会社0000008184 06-6377-1781 中小企業府外 （大阪営業所長 川口康則）

（東京都）東京都中央区銀座八丁目20番33号 代表取締役 飯田記章
鉄道軌材工業株式会社0000021272 03-6260-6893 中小企業府外 （営業部長 角田雄一郎）

（大阪府）大阪府東大阪市高井田中2丁目5番25号 代表取締役 濱谷和也
株式会社電業0000008531 06-6782-3171 中小企業府外 （大阪支店長 星野祐司）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0035 軌道用品
0001 軌道用品

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）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 代表取締役 清水和憲
東京ファブリック工業株式会社0000005743 06-6397-7991 中小企業府外

（支店長 神野天）

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1-14 住友生命新大阪北ビル13階 代表取締役 中村弘樹
株式会社中村自工0000023421 06-6350-7001 中小企業府外

（大阪営業所長 中西資夫）

大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号 堂島関電ビル3階 代表取締役 後藤康夫
西日本セキスイ商事株式会社0000017260 06-6365-5108 中小企業府外

東京都大田区大森北4丁目11番11号 代表取締役 西山博務
株式会社ニシヤマ0000007243 03-5767-5351 大企業府外

（北海道）大阪府大阪市淀川区西中島５丁目5番15号 新大阪セントラルタワー南館8階 代表取締役 宮澤和孝
株式会社ＮＩＣＨＩＪＯ0000021085 06-6300-7254 中小企業府外 （支社長 鳴海健一）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号 代表取締役社長 佐伯康光
日鉄物産株式会社0000008098 06-7708-8035 大企業府外 （常務執行役員大阪支社長 服部昌弘）

日鉄レールウェイテクノス株式会 大阪府大阪市此花区島屋５丁目1番109号 代表取締役 谷元伸孝
0000019308 06-6466-6176 中小企業府外社

東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビル15階 代表取締役 梶吉原二郎
日本スペノ株式会社0000022321 03-6862-7161 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市天王寺区悲田院町8番22号 代表取締役 長藤敬晴
日本軌道工業株式会社0000005498 06-6779-5660 中小企業府外 （執行役員大阪営業所所長 岩根隆彦）

（福岡県）大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目5番33号 新大阪飯田ビル2階 代表取締役 堤忠彦
株式会社富士ピー・エス0000000418 06-6397-3400 大企業府外 （上席執行役員支店長 田中政章）

（大阪府）大阪府大阪市中央区南新町2-2-5 取締役社長 竹下敏章
株式会社マルカ0000022279 06-6450-6835 大企業府外 （部長 吉田栄利）

三井物産プラントシステム株式会 （東京都）大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 代表取締役社長 谷垣匡輝
0000011969 06-6226-3665 大企業府外 （支社長 稲垣靖彦）社

（東京都）大阪府堺市西区鳳中町９丁10番 代表取締役社長 峰敏晃
株式会社峰製作所0000006023 072-267-5266 中小企業府外

（取締役支店長 今城正嗣）

（兵庫県）大阪府大阪市西区江戸堀１丁目6番10号 取締役社長 丸山元祥
大和軌道製造株式会社0000010577 06-6449-8872 中小企業府外

（大阪支店長 松田睦之）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0036 軌道保線機器
0001 軌道保線機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）東京都港区芝浦１丁目１０番１１号 代表取締役 細川善三
伊岳商事株式会社0000023388 03-3451-9351 中小企業府外

（取締役 古山忠章）

東京都杉並区荻窪五丁目26番13号 代表取締役社長 内田浩二
株式会社カネコ0000023235 03-3392-6831 中小企業府外

大阪府豊中市庄内東町６丁目7番8号 代表取締役 三條場英敏
関西軌器有限会社0000022653 06-6334-7416 中小企業府外

キヤノンマーケティングジャパン （東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目 2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエス 代表取締役 足立正親
0000023638 06-7739-2047 大企業府外 ト （支店長 北岡康人）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10階 代表取締役社長 清田穣
清田軌道工業株式会社0000005106 06-6346-5943 大企業府外

近鉄軌道エンジニアリング株式会 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町4番13号 代表取締役社長 田野雄紀夫
0000005523 06-6764-6450 中小企業府外社

大阪府大阪市中央区本町橋6番22号 代表取締役 草野和弘
草野産業株式会社0000005062 06-6944-1213 中小企業府外

愛知県名古屋市緑区太子１丁目321番地 代表取締役 澁谷洋介
昭栄工業株式会社0000019881 052-624-5831 中小企業府外

大阪府大阪市西区京町堀1丁目17番8号 京ビル 代表取締役 小倉幸一
株式会社ダイカ0000023609 06-6447-7401 中小企業府外

東京都中野区沼袋二丁目14番9号 代表取締役社長 山本昇一郎
司機工株式会社0000020168 03-5318-3811 中小企業府外

（大阪府）大阪府東大阪市高井田中2丁目5番25号 代表取締役 濱谷和也
株式会社電業0000008531 06-6782-3171 中小企業府外 （大阪支店長 星野祐司）

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1-14 住友生命新大阪北ビル13階 代表取締役 中村弘樹
株式会社中村自工0000023421 06-6350-7001 中小企業府外 （大阪営業所長 中西資夫）

東京都大田区大森北4丁目11番11号 代表取締役 西山博務
株式会社ニシヤマ0000007243 03-5767-5351 大企業府外

（北海道）大阪府大阪市淀川区西中島５丁目5番15号 新大阪セントラルタワー南館8階 代表取締役 宮澤和孝
株式会社ＮＩＣＨＩＪＯ0000021085 06-6300-7254 中小企業府外

（支社長 鳴海健一）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号 代表取締役社長 佐伯康光
日鉄物産株式会社0000008098 06-7708-8035 大企業府外 （常務執行役員大阪支社長 服部昌弘）

日鉄レールウェイテクノス株式会 大阪府大阪市此花区島屋５丁目1番109号 代表取締役 谷元伸孝
0000019308 06-6466-6176 中小企業府外社

東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビル15階 代表取締役 梶吉原二郎
日本スペノ株式会社0000022321 03-6862-7161 中小企業府外

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 執行役社長 小島啓二
株式会社日立製作所0000005231 223-5611 大企業府外 （支店長 岸田聡）

（東京都）大阪府堺市堺区神南辺町１丁目24番地1 （南海車両工業株式会社内） 代表取締役 フランツ メッサリ
マティサ・ジャパン株式会社0000009849 072-221-3713 中小企業府外 （所長 大牧由睦）

（大阪府）大阪府大阪市中央区南新町2-2-5 取締役社長 竹下敏章
株式会社マルカ0000022279 06-6450-6835 大企業府外 （部長 吉田栄利）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0036 軌道保線機器
0001 軌道保線機器

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

三井物産プラントシステム株式会 （東京都）大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 代表取締役社長 谷垣匡輝
0000011969 06-6226-3665 大企業府外

（支社長 稲垣靖彦）社

神奈川県伊勢原市歌川1-1-11 代表取締役 山崎清水
株式会社山崎歯車製作所0000008977 0463-98-1411 中小企業府外

大阪府茨木市宮島３丁目2-15 代表取締役 陰山彰
ユニバーサル機器株式会社0000005543 072-632-7171 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0037 鉄道設備機器・管理
0001 鉄道設備機器・管理

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府大阪市福島区海老江１丁目1番31号 代表取締役 水本好信
アイテック阪急阪神株式会社0000015836 06-6456-5200 中小企業府外

大阪府岸和田市門前町3丁目1番18号 代表取締役社長 木下正徳
アサヒ機工株式会社0000009422 072-427-1767 中小企業府外

大阪府大阪市西区阿波座一丁目15番15号 第一協業ビル 代表取締役 松井精朗
株式会社いけうち0000015818 06-6538-1075 中小企業府外

（東京都）東京都港区芝浦１丁目１０番１１号 代表取締役 細川善三
伊岳商事株式会社0000023388 03-3451-9351 中小企業府外 （取締役 古山忠章）

大阪府大阪市北区豊崎六丁目5番8号 代表取締役社長 山口博章
株式会社大阪メトロサービス0000022366 06-6136-4004 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区松屋町7番7号 代表取締役 本橋伸幸
株式会社カナデン0000023167 06-6763-6800 大企業府外 （常務取締役支社長 守屋太）

東京都杉並区荻窪五丁目26番13号 代表取締役社長 内田浩二
株式会社カネコ0000023235 03-3392-6831 中小企業府外

兵庫県神戸市 兵庫区和田山通二丁目1番18号 代表取締役 社長執行役員 村生弘
川崎車両株式会社0000023158 078-682-3132 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区曽根崎２丁目12番7号 清和梅田ビル 代表取締役 橋本康彦
川崎重工業株式会社0000005011 06-6484-9310 大企業府外 （支社長 田坂秀樹）

（兵庫県）大阪府大阪市北区曽根崎2丁目12番7号 代表取締役 高来悟
川重商事株式会社0000005420 06-6360-3151 大企業府外 （工事統括部長 松田智行）

（大阪府）京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町596番地 エスメラルダ709 代表取締役 谷口智之
株式会社かんこう0000007326 075-746-7606 中小企業府外 （支店長 松田昌之）

大阪府豊中市庄内東町６丁目7番8号 代表取締役 三條場英敏
関西軌器有限会社0000022653 06-6334-7416 中小企業府外

（神奈川県）大阪府大阪市北区浪花町14番25号 ＫＲＤ天六ビル 代表取締役社長執行役員 國澤良治
株式会社京三製作所0000005225 06-6374-2552 大企業府外

（常務執行役員大阪支社長 園田博）

近鉄軌道エンジニアリング株式会 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町4番13号 代表取締役社長 田野雄紀夫
0000005523 06-6764-6450 中小企業府外社

近鉄車両エンジニアリング株式会 （大阪府）大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町4番13号 取締役社長 前田一郎
0000007179 06-6711-0553 中小企業府外 （車両事業部長 岡本真和）社

近鉄電気エンジニアリング株式会 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町4番13号 取締役社長 喜多勇司
0000014049 06-6767-5701 中小企業府外社

（静岡県）大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル 代表取締役 廣瀬仁士
コイト電工株式会社0000005423 06-6367-2400 中小企業府外 （支店長 中川修）

大阪府高槻市大塚町１丁目29番11号 代表取締役 小笹敏美
光栄電池株式会社0000020417 072-673-2458 中小企業府外

大阪府大阪市 平野区西脇 ２丁目12番26号 代表取締役社長 相薗岳生
株式会社交通電業社0000010351 06-6701-0111 中小企業府外

（福岡県）大阪府大阪市淀川区西中島７丁目14番35号 日宝北5号館702号 代表取締役 松本喜代孝
三軌建設株式会社0000005463 06-6309-2233 中小企業府外 （取締役支店長 松崎豊）
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愛知県名古屋市緑区太子１丁目321番地 代表取締役 澁谷洋介
昭栄工業株式会社0000019881 052-624-5831 中小企業府外

大阪府大阪市北区豊崎三丁目19番3号 代表取締役社長 松岡俊宏
株式会社ＪＲ西日本テクノス0000023143 06-7223-8765 中小企業府外

（東京都）東京都千代田区大手町二丁目3番2号 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 兵頭誠之
住友商事株式会社0000005152 03-6285-7021 大企業府外 （部長 吉村直裕）

京都府京田辺市大住池ノ端1の1 代表取締役社長 小野博富
住江工業株式会社0000008678 0774-63-4000 中小企業市外

大阪府大阪市大正区千島1丁目29番59号 代表取締役 萩原敏仁
有限会社大正軌道建設0000017590 06-6555-5553 中小企業府外

大阪府大阪市西区京町堀1丁目17番8号 京ビル 代表取締役 小倉幸一
株式会社ダイカ0000023609 06-6447-7401 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区三国本町二丁目1番3号 代表取締役社長 佐藤盛三
大同信号株式会社0000005296 06-7668-0741 大企業府外

（支店長 豊嶋昭年）

（大阪府）大阪府東大阪市高井田中2丁目5番25号 代表取締役 濱谷和也
株式会社電業0000008531 06-6782-3171 中小企業府外

（大阪支店長 星野祐司）

（神奈川県）大阪府大阪市北区角田町8-1 代表取締役社長 今野貴之
東芝インフラシステムズ株式会社0000005968 06-6130-2215 大企業府外 （関西支社長 江尻昌弘）

（東京都）大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1-14 住友生命新大阪北ビル13階 代表取締役 中村弘樹
株式会社中村自工0000023421 06-6350-7001 中小企業府外 （大阪営業所長 中西資夫）

（東京都）兵庫県神戸市中央区中町通2丁目3番2号 三共神戸ツインビル4階 代表取締役 澄川和夫
ナブテスコサービス株式会社0000014600 078-366-2893 大企業府外 （支店長 岩智一）

東京都大田区大森北4丁目11番11号 代表取締役 西山博務
株式会社ニシヤマ0000007243 03-5767-5351 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市西区立売堀1丁目3番13号 代表取締役 矢口孝仁
日信防災株式会社0000000530 06-6532-4995 中小企業府外

（支店長 児玉雅治）

（東京都）大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号 代表取締役社長 佐伯康光
日鉄物産株式会社0000008098 06-7708-8035 大企業府外

（常務執行役員大阪支社長 服部昌弘）

日鉄レールウェイテクノス株式会 大阪府大阪市此花区島屋５丁目1番109号 代表取締役 谷元伸孝
0000019308 06-6466-6176 中小企業府外社

（愛知県）大阪府大阪市北区梅田三丁目1番3号 ノースゲートビル１４階 代表取締役社長 五十嵐一弘
日本車輌製造株式会社0000000424 06-6341-4455 大企業府外 （支店長 信岡憲爾）

日本エレクトロニツクシステムズ 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目5番15号 代表取締役社長 藤田佳宏
0000006572 06-6886-1133 中小企業府外株式会社

（東京都）大阪府大阪市北区小松原町2番4号 代表取締役社長 塚本英彦
日本信号株式会社0000005069 06-6312-3851 大企業府外 （取締役常務執行役員支社長 平野和浩）

兵庫県尼崎市北城内116番地 代表取締役 箕浦幹也
阪神車両メンテナンス株式会社0000013117 06-6481-7793 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市伏見区深草西浦町5丁目43番地の1 取締役社長 逸見隆成
阪和電設株式会社0000005286 642-0664 中小企業府外 （所長 青江孝和）
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パシフィックコンサルタンツ株式 （東京都）京都府京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町646 代表取締役社長 大本修
0000001551 342-5051 大企業府外

（所長 米谷瑠皇）会社

（東京都）京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 執行役社長 小島啓二
株式会社日立製作所0000005231 223-5611 大企業府外

（支店長 岸田聡）

（大阪府）大阪府大阪市中央区南新町2-2-5 取締役社長 竹下敏章
株式会社マルカ0000022279 06-6450-6835 大企業府外 （部長 吉田栄利）

三井物産プラントシステム株式会 （東京都）大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 代表取締役社長 谷垣匡輝
0000011969 06-6226-3665 大企業府外 （支社長 稲垣靖彦）社

（東京都）京都府京都市下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町608-9 代表執行役 漆間啓
三菱電機株式会社0000005048 361-2198 大企業府外 （支店長 公文龍男）

（東京都）大阪府大阪市北区天神橋4丁目7番13号 イトービア扇町ビル702 取締役社長 菊地裕之
森尾電機株式会社0000020559 06-6881-7552 中小企業府外 （所長 政井明）

（東京都）大阪府大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋ＳＩＡビル 代表取締役社長 高田一昭
株式会社ヤシマキザイ0000008873 06-6538-2301 中小企業府外

（取締役支店長 和田信一郎）

大阪府八尾市福栄町３丁目5番5号 代表取締役社長 西澤康典
八千代工機株式会社0000009101 072-990-3181 中小企業府外

大阪府大阪市北区中津二丁目5番20号 代表取締役 山田義勝
山田建設株式会社0000006788 06-6371-7622 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市北区曽根崎２丁目5番10号 梅田パシフィックビルディング７Ｆ 代表取締役 飯田充男
八幡電気産業株式会社0000005104 06-6311-5681 中小企業府外 （大阪営業所長 平田勝）

大阪府茨木市宮島３丁目2-15 代表取締役 陰山彰
ユニバーサル機器株式会社0000005543 072-632-7171 中小企業府外

（東京都）京都府京都市 中京区弁慶石町51 菱電商事京都ビル4Ｆ 取締役社長 富澤克行
菱電商事株式会社0000005070 050-9002-4875 大企業府外 （京都営業所長 田原作家）
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（愛知県）大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目22番5号 取締役社長 國島賢治
愛知時計電機株式会社0000005203 06-6305-9051 大企業府外

（執行役員支店長 橋本治）

大阪府大阪市北区天満二丁目7番30号 代表取締役社長 村上博崇
朝日企業株式会社0000005051 06-6357-9873 中小企業府外

（東京都）大阪府東大阪市長田中1丁目4番17号 長田センタービル 代表取締役社長 上西正泰
アズビル金門株式会社0000006652 06-4308-8509 大企業府外 （執行役員支店長 吉田洋）

滋賀県大津市皇子が丘二丁目6-13 代表取締役 中島耕史
アマナエレン株式会社0000005535 077-522-5360 中小企業府外

大阪府東大阪市森河内東1丁目21番19号 代表取締役 荒木寛
株式会社荒木製作所0000008194 06-6781-5232 中小企業府外

大阪府大阪市西区阿波座一丁目15番15号 第一協業ビル 代表取締役 松井精朗
株式会社いけうち0000015818 06-6538-1075 中小企業府外

大阪府大阪市西淀川区佃５丁目９番３２号 代表取締役社長 山谷敏
イワキ・モリタニ電工株式会社0000012882 06-6472-2641 中小企業府外

（鹿児島県）京都府京都市伏見区深草鞍ケ谷12番地の6 代表取締役 松崎秀雄
インフラテック株式会社0000012796 646-2525 中小企業府外

（所長 田和伸一）

株式会社ウォーターエージェンシ （東京都）大阪府吹田市広芝町10番28号 代表取締役社長 榊原秀明
0000007412 06-6386-9701 大企業府外 （営業所長 深水正孝）ー

（福岡県）大阪府吹田市広芝町10-25 第2池上ビル 代表取締役 川島潤一郎
株式会社エース・ウォーター0000020972 06-6192-9771 中小企業府外 （支店長 大西健司）

大阪府大阪市 北区菅原町10番12-2407号 代表取締役 岩崎正夫
株式会社エスティム0000008647 06-6364-6118 中小企業府外

大阪府大阪市北区大淀北一丁目6番110号 代表取締役社長 岡田雅彦
株式会社エネゲート0000014098 06-6458-7301 大企業府外

（東京都）京都府京都市右京区西院坤町103番地 近藤ビル 代表取締役 松村かおり
株式会社オーヤラックス0000001365 075-314-0991 中小企業府外

（営業所長 森本成一）

大阪府大阪市北区紅梅町1番3号 代表取締役 福原章二
大阪理水工業株式会社0000009454 06-6354-2027 中小企業府外

東京都品川区東五反田2-1-10 代表取締役 石本裕章
大崎データテック株式会社0000021091 03-5447-2260 中小企業府外

滋賀県大津市神領三丁目１４番７号 代表取締役 奥村利樹
奥村管工株式会社0000013778 077-545-1169 中小企業府外

大阪府柏原市本郷５丁目3番28号 代表取締役 三浦直人
柏原計器工業株式会社0000008313 072-973-0601 中小企業府外

奈良県香芝市北今市四丁目245番地の1 代表取締役 亀川法生
株式会社カメカワ0000020438 0745-76-4128 中小企業府外

東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング 代表取締役 川崎信明
川崎機工株式会社0000020481 03-5220-3177 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市東淀川区瑞光3-8-20 代表取締役 高津悟
川本サービス株式会社0000021350 06-6328-7734 中小企業府外 （支店長 松浦康彦）
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大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目12番4号 代表取締役社長 岩本和雄
関西機設株式会社0000006934 06-6633-1063 中小企業府外

大阪府豊中市服部本町2丁目8番19号 代表取締役 戸梶創
関西水道用品株式会社0000010309 06-6863-6764 中小企業府外

東京都品川区西五反田七丁目25番19号 代表取締役 橋本正明
共和メンテナンス株式会社0000023102 03-3494-1337 中小企業府外

大阪府大阪市北区天満3丁目9番6号 代表取締役 坂本恵一
近畿設備株式会社0000006945 06-6356-3977 中小企業府外

（大阪府）京都府京都市南区西九条豊田町4 代表取締役 中橋雅裕
近畿ヒノデサービス販売株式会社0000022015 693-9817 中小企業府外 （取締役 鈴木康夫）

奈良県奈良市南京終町 ４丁目247番地 代表取締役 草竹晃司
草竹コンクリート工業株式会社0000017279 0742-50-5050 中小企業府外

大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 代表取締役 北尾裕一
株式会社クボタ0000000572 06-6648-2111 大企業府外

（東京都）大阪府高槻市芥川町一丁目7番26号 代表取締役 鎌田裕久
株式会社クリタス0000006654 072-686-6733 中小企業府外

（西日本支社長 町井昌宏）

大阪府大阪市西区北堀江１丁目12番19号 代表取締役 菊本一高
株式会社栗本鐵工所0000005018 06-6538-7658 大企業府外

クリモトパイプエンジニアリング 大阪府大阪市住之江区泉２丁目1番64号 代表取締役社長 原田新
0000022036 06-6686-1101 中小企業府外株式会社

兵庫県神戸市中央区新港町8番2号 代表取締役 粟田隆央
慧通信技術工業株式会社0000019871 078-335-0882 中小企業府外

（兵庫県）兵庫県姫路市大津区吉美403 代表取締役 山本幹雄
虹技株式会社0000008199 079-272-7887 大企業府外 （事業部長 萩野豊明）

（大阪府）京都府八幡市下奈良野神24-1 代表取締役社長 川崎義徳
光伸株式会社0000004204 075-981-9801 中小企業府外

（所長 野崎純一）

大阪府和泉市テクノステージ １丁目4番20号 代表取締役 金村哲志
株式会社光明製作所0000015883 0725-51-3000 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル305 代表取締役 加藤正明
コスモ工機株式会社0000005339 06-6392-8111 大企業府外 （支店長 杉田充）

（福岡県）大阪府枚方市尊延寺6丁目31番6-105号 代表取締役社長 坂本博志
西戸崎興産株式会社0000006958 072-897-1617 中小企業府外 （所長 東村憲和）

大阪府大阪市西区江戸堀1丁目18番11号 代表取締役 杉本秀司
株式会社サム0000008863 06-6441-4760 中小企業府外

（神奈川県）大阪府大阪市西区靭本町一丁目11番7号 代表取締役社長 松本昌彦
三機環境サービス株式会社0000006837 06-6444-3287 中小企業府外 （所長 立花久生）

大阪府枚方市天之川町２番１３８号 代表取締役 勝本幸子
有限会社サンコー0000012878 072-848-6868 中小企業府外

京都府長岡京市勝竜寺西川原田1-2 代表取締役 川島利紀
株式会社サンセー0000004695 951-6594 中小企業市外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0040 上下水道用資材・器材
0001 上下水道用資材・器材

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

京都府長岡京市神足 雲宮5番地の1 代表取締役 塩見和彦
株式会社塩見商店0000018137 953-3001 中小企業市外

滋賀県彦根市楡町250番地 代表取締役 清水康裕
清水工業株式会社0000008269 0749-25-2550 中小企業府外

（滋賀県）大阪府大阪市西区新町1丁目27-5 四ツ橋クリスタルビル5階 代表取締役 小田仁志
株式会社清水合金製作所0000006318 06-6533-0471 中小企業府外 （所長 内匠宏彰）

兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目4番78号 取締役社長 佐藤幹雄
株式会社神鋼環境ソリューション0000005236 078-241-7512 大企業府外

大阪府吹田市南吹田 １丁目6番4号 代表取締役 北林幸之助
新泉産業株式会社0000014205 06-6382-0601 中小企業府外

（静岡県）大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目5番10号 代表取締役 大橋一聡
JFEアクアサービス機器株式会社0000020439 06-6392-0711 中小企業府外 （所長 山内洋人）

京都府城陽市中芦原27番地の1 代表取締役 古瀬善啓
株式会社城南工建0000006080 0774-53-3939 中小企業市外

（滋賀県）大阪府高槻市唐崎北3丁目27番2号 代表取締役 佐藤康成
株式会社水研0000008093 072-677-3355 中小企業府外

（支店長 畑中敏）

（東京都）大阪府吹田市江坂町１丁目23番26号 代表取締役 古川徹
水道機工株式会社0000005049 06-6821-3505 中小企業府外 （支店長 上村剛弘）

（愛知県）大阪府堺市 堺区南瓦町1番19号 グランビルド堺東305 代表取締役 中本隆
スズテック株式会社0000017447 072-229-9308 中小企業府外 （所長 巻幡宏）

住友重機械エンバイロメント株式 （東京都）大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 代表取締役社長 永井貴徳
0000005129 06-7635-3681 大企業府外 （支店長 井本秀樹）会社

（兵庫県）大阪府大阪市淀川区西中島5丁目14番10号 代表取締役 中川祥示
セイコー化工機株式会社0000005715 06-6838-7605 中小企業府外 （所長 田中尚之）

大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番30号 代表取締役社長 今川明
積水アクアシステム株式会社0000012011 06-6440-2500 中小企業府外

大阪府東大阪市長田 3丁目9番21号 代表理事 小川洋史
協同組合全日本富士金属共同機構0000018975 06-6787-2214 中小企業府外

大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3-2700号 代表取締役社長 中村稔
大成機工株式会社0000005075 06-6344-7771 中小企業府外

（東京都）大阪府大阪市淀川区西中島6丁目8番8号 代表取締役社長 岡地雄一
第一環境株式会社0000008686 06-6390-2411 大企業府外 （関西支店長 長瀬大祐）

広島県呉市吉浦新町１丁目5番6-106号 代表取締役 森岡進
第一物産株式会社0000021599 0823-20-3311 中小企業府外

大阪府高槻市芝生町２丁目65番25号 代表取締役 磯部範和
大日化工株式会社0000020709 072-678-2621 中小企業府外

山口県防府市佐波一丁目6番10号 代表取締役 吉本信晴
株式会社ダイモン0000009268 0835-22-0271 中小企業府外

大阪府東大阪市荒本新町7番13号 代表取締役 人見宏宗
株式会社大和鉄工所0000014544 06-6781-8007 中小企業府外

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0040 上下水道用資材・器材
0001 上下水道用資材・器材

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（東京都）大阪府大阪市中央区瓦町３丁目6番5号 代表取締役 福沢義之
月島機械株式会社0000005067 06-6229-1331 大企業府外

（支社長 鈴木伸尚）

月島テクノメンテサービス株式会 （東京都）大阪府大阪市中央区瓦町三丁目6番5号 代表取締役 伊藤道夫
0000006853 06-6231-4800 大企業府外

（部長 石橋稔章）社

大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目16番40号 代表取締役 辻本治
株式会社鶴見製作所0000000623 06-6911-3210 大企業府外

大阪府大阪市淀川区西宮原三丁目２番１号 新大阪ビジネス第二ニッケンマンション６１ 代表取締役 包福海
株式会社ツルユコンサルティング0000022979 06-7174-1026 中小企業府外 ８

（広島県）大阪府大阪市西区靱本町１丁目11番7号 信濃橋三井ビルディング３Ｆ 代表取締役 菅田博文
テラル株式会社0000016128 06-4803-8807 中小企業府外 （支店長 若林聡）

（東京都）大阪府大阪市中央区南本町2丁目6番12号 代表取締役 村林秀晃
株式会社電業社機械製作所0000005142 06-6251-2561 大企業府外 （支店長 坂根寧）

大阪府大阪市淀川区田川北一丁目12番11号 代表取締役 細谷一彦
株式会社トーケミ0000005562 06-6301-5627 中小企業府外

（長野県）大阪府吹田市南金田1-8-8 代表取締役社長 土田泰正
東洋計器株式会社0000008185 06-7670-1031 大企業府外

（支店長 藤井拓哉）

大阪府東大阪市本庄西1丁目10番24号 代表取締役社長 尾曲浩明
東洋メンテナス株式会社0000005996 06-4309-0880 大企業府外

（徳島県）大阪府堺市堺区向陵東町１丁9番5号104 代表取締役 滝本佳範
株式会社トクスイ0000018593 072-275-8092 中小企業府外 （所長 滝本太一郎）

（東京都）大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーＢ14階 代表取締役 庄司弘巳
都市環境整美株式会社0000020147 06-6371-5411 中小企業府外 （支店長 寺澤喜人）

（福井県）京都府京都市下京区東堀川通下魚の棚下る鎌屋町39-1 代表取締役 酒井貞美
轟産業株式会社0000018780 361-4291 大企業府外 （取締役支店長 三井政敏）

大阪府大阪市中央区内本町１丁目1番6号 内本町Ｂ＆Ｍビル6階 代表社長 帳立杰
合同会社中村商事0000020509 06-4792-7598 中小企業府外

（埼玉県）大阪府池田市神田2丁目21番3号 代表取締役 長島博高
長島鋳物株式会社0000008230 072-752-2641 中小企業府外

（大阪営業所長 丸山勝弘）

福井県福井市串野町第8号20番地 代表取締役 海道洋子
ナック・ケイ・エス株式会社0000021808 0776-83-1188 中小企業府外

大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号 堂島関電ビル3階 代表取締役 後藤康夫
西日本セキスイ商事株式会社0000017260 06-6365-5108 中小企業府外

（東京都）大阪府箕面市船場東三丁目4番17号 代表取締役 西原幸志
株式会社西原環境0000007008 072-710-7750 大企業府外 （支店長 森元裕）

奈良県生駒市北田原町1067番地26 代表取締役 前田英比古
株式会社日弁特殊工業0000020801 0743-70-0701 中小企業府外

（東京都）和歌山県岩出市岡田998番地の1 代表取締役 御法川法男
株式会社ニッコク0000008623 0736-61-3259 中小企業府外 （支店長 吉田幸司）

（神奈川県）大阪府堺市中区伏尾4 代表取締役 黒田和久
日水産業株式会社0000016290 072-278-5521 中小企業府外 （所長 竹田強）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0040 上下水道用資材・器材
0001 上下水道用資材・器材

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

（長野県）大阪府大阪市 中央区道修町 2丁目6番6号 塩野・日生ビル 代表取締役社長 菅原博
株式会社日邦バルブ0000008494 06-6210-2563 中小企業府外

（所長 黒石賢二）

（神奈川県）大阪府吹田市江の木町２６番３０号 代表取締役 寺田治夫
日本ギア工業株式会社0000005926 06-6368-3210 大企業府外

（所長 善如寺一雄）

（兵庫県）兵庫県伊丹市北伊丹八丁目10番地1 代表取締役 田中剛
ニデック大豊機工株式会社0000016094 072-771-1140 中小企業府外 （所長 川瀬政樹）

（愛知県）滋賀県東近江市中小路町551番地1 代表取締役 牧志龍男
日本エンヂニヤ株式会社0000022078 0748-20-1670 中小企業府外 （滋賀営業所長 浅見広人）

（神奈川県）大阪府大阪市中央区内本町1丁目3-5 代表取締役 齋藤安弘
日本原料株式会社0000005174 06-6941-5555 中小企業府外 （支店長 瀬田和俊）

日本メンテナスエンジニヤリング （大阪府）京都府乙訓郡 大山崎町字大山崎 小字鏡田10番地9 代表取締役社長 田伏重成
0000006742 075-959-0701 中小企業府外 （支店長 石田定雄）株式会社

（愛知県）大阪府大阪市北区西天満３丁目13番18号 代表取締役 犬塚宣明
株式会社ハズ0000008158 06-6312-8217 中小企業府外

（所長 犬塚博貴）

（兵庫県）兵庫県西宮市中島町9番10号 代表取締役社長 松田健仁
株式会社阪神計器製作所0000008137 0798-67-5347 中小企業府外

（支店長 前田英俊）

兵庫県加古川市神野町神野155‐1 代表取締役 織田貴洋
播水工業株式会社0000007257 079-438-0275 中小企業府外

大阪府大阪市 住之江区南港北 １丁目7番89号 取締役社長 三野禎男
日立造船株式会社0000005781 06-6569-0001 大企業府外

（東京都）大阪府大阪市中央区本町1丁目8番12号 取締役社長 岡野邦彦
株式会社日立プラントサービス0000006876 06-6266-1963 大企業府外 （支店長 越智徹也）

（福岡県）京都府京都市南区西九条豊田町４番 代表取締役社長 浅井武
日之出水道機器株式会社0000008217 693-8822 中小企業府外 （所長 福島寛規）

（福井県）京都府京都市南区吉祥院西浦町90-2 代表取締役 山本英治
株式会社福井機工0000022088 661-5241 中小企業府外

（所長 水谷博喜）

（東京都）大阪府大阪市北区西天満3丁目13番18号 代表取締役 森山慎一
フジテコム株式会社0000008210 06-6362-6755 中小企業府外

（支店長 桑原貴彦）

大阪府大阪市城東区鴫野西二丁目一二番四号 代表取締役 山下広繁
富士鉄工株式会社0000008252 06-6962-1131 中小企業府外

（香川県）大阪府大阪市西区靭本町1丁目4番12号 代表取締役社長執行役員 角尚宣
株式会社フソウ0000005185 06-6479-1671 大企業府外 （西日本統括部長 岡田浩史）

（大阪府）京都府久世郡久御山町大字佐山小字新開地148番地2号 代表取締役 北山秀晴
北勢工業株式会社0000009099 0774-44-1389 中小企業府外 （所長 木村弘）

株式会社前澤エンジニアリングサ （埼玉県）大阪府大阪市淀川区宮原３丁目5番24号 代表取締役 絹笠淳
0000006556 06-4807-3320 中小企業府外 （所長 山城龍紀）ービス

（東京都）京都府京都市下京区五条通新町西入る西錺屋町18番地 代表取締役社長 谷合祐一
前澤給装工業株式会社0000008354 365-0066 大企業府外 （所長 佐藤訓勇）

（埼玉県）大阪府大阪市淀川区宮原三丁目5番24号 代表取締役 宮川多正
前澤工業株式会社0000005135 06-4807-3300 大企業府外 （支店長 渡邉芳久）

ZIP179



内容別名簿（物品関係）市外
0040 上下水道用資材・器材
0001 上下水道用資材・器材

代 表 者コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）企業区分地域 （委任者）

大阪府大阪市平野区平野東４丁目2番45号 代表取締役社長 丸山憲昭
株式会社丸阪0000009645 06-6791-9594 中小企業府外

大阪府大阪市中央区谷町5丁目3番17号 取締役社長 島岡秀和
株式会社丸島アクアシステム0000005148 06-6766-3300 中小企業府外

（新潟県）大阪府茨木市東奈良２丁目16番10号 代表取締役 関根聡史
明和工業株式会社0000016581 072-657-0300 中小企業府外 （所長 山本利樹）

（東京都）大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル 代表取締役社長 山口賢二
メタウォーター株式会社0000006372 06-7709-9503 大企業府外 （部長 田沼剛）

（東京都）大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル 代表取締役 石川俊之
メタウォーターサービス株式会社0000005092 06-7709-9512 大企業府外 （部長 鬼頭伸郎）

（埼玉県）大阪府大阪市中央区本町四丁目6番10号 代表取締役 森田昌明
株式会社森田鉄工所0000005220 06-6262-8771 中小企業府外 （支店長 奥村一志）

（岐阜県）京都府京都市南区久世中久世町３丁目88番地の1 代表取締役 安田哲哉
安田株式会社0000005987 934-8810 中小企業府外

（支店長 大橋宣雄）

広島県東広島市黒瀬町川角305 代表取締役 山岡孝治
山岡鉄管株式会社0000011704 0823-82-3211 中小企業府外

（大阪府）大阪府吹田市垂水町三丁目8番1号 代表取締役 上田邦芳
株式会社山本興産0000023610 06-6330-5850 中小企業府外 （代表取締役関西支社長 上田邦芳）

京都府向日市森本町石田22番地の51 取締役 山本康史
有限会社山本商会0000015164 075-922-8901 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市中央区南船場２丁目4番12号 代表取締役社長 田村博之
ユアサ商事株式会社0000016400 06-6266-4602 大企業府外 （上席執行役員支配人関西支社長 佐古晴彦）

大阪府大阪市淀川区西中島四丁目2番21号 代表取締役 横手政英
横手産業株式会社0000005050 06-6308-7493 中小企業府外

（大阪府）大阪府大阪市西区立売堀４丁目5番21号 代表取締役 代継直人
ヨツギ株式会社0000009089 06-6532-0161 中小企業府外

（取締役営業本部長 前田卓也）

京都府宇治市莵道田中34番地の5 代表取締役 堀誠典
株式会社洛南エンジニアリング0000004256 0774-22-6357 中小企業市外

（東京都）大阪府大阪市北区中之島２丁目2番2号 取締役社長 井村周一
ラサ商事株式会社0000006796 06-6233-8585 大企業府外 （執行役員大阪支店長 長谷川幸雄）

（東京都）大阪府大阪市北区曾根崎２丁目8番5号 代表取締役 天野智
株式会社リクチ漏水調査0000013985 06-4397-4160 中小企業府外 （支店長 前田伸一）
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