
堺労働基準協会　会員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 R5/3/16現在（346社）

登録№

1 ｱｰﾈｽﾄﾜﾝ ㈱アーネストワン堺営業所

2 ｱｲｴｯﾁｱｲ (株)IHＩインフラシステム  堺工場

3 ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ (株)アウトソーシング 堺事業所

4 ｱｻｶｺｳｷﾞｮｳ 浅香工業(株)

5 ｱｻｶﾜｸﾞﾐｳﾝﾕ 浅川組運輸(株)  堺支店

7 ｱｻﾋｷｻﾞｲ 朝日機材㈱ 美原管理センター

8 ｱｻﾋｾｲｺｳ 旭精工（株）

9 ｱｻﾋｾｲﾊﾟﾝ 朝日製パン(株)

10 ｱｻﾋﾁｭｳｺｳ 朝日鋳工(株)

11 ｱﾌﾚｯｸｽ (株)AFREX

12 ｱﾗﾀ ㈱あらた 関西支社

13 ｱﾘﾓﾄﾌﾟﾗﾝﾄｺｳｷﾞｮｳ 有元プラント工業㈱

15 ｲｰｴｲﾁｾｲｶ ＥＨ製菓㈱ 江久庵

16 ｲｲｼﾞﾏｼﾝｾﾝ 飯島伸線(株)

18 ｲｹﾀﾞｾﾝｼｭｳｷﾞﾝｺｳｻｶｲ (株)池田泉州銀行  堺支店

19 ｲｹﾀﾞｾﾝｼｭｳｷﾞﾝｺｳｽﾜﾉﾓﾘ (株)池田泉州銀行　諏訪森支店

20 ｲｼｶﾜ 石川労働安全コンサルタント事務所

21 ｲｼﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 石田工業(株)

22 ｲｼﾊﾞｼｾｲｻｸｼｮ (有)石橋製作所

23 ｲｼﾏｲﾝｻﾂ 意島印刷

24 ｲｽｽﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬｷﾝｷ いすゞ自動車近畿(株)   堺事業本部

25 ｲｽﾞﾐｶﾞｵｶｶﾝｺｳｶｲﾊﾂ 泉ケ丘観光開発(株)

26 ｲｽﾞﾐｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ (株)泉建設工業

27 ｲｽﾞﾐｺｳｻﾞｲｺｳｷﾞｮｳ 泉鋼材工業㈱

28 ｲﾀﾆﾃｯｺｳ イタニ鉄工(株)

29 ｲﾄｳｴﾝ ㈱伊藤園　堺支店

30 ｲﾅｶﾞｷｸﾘﾆｯｸｼｭｳｹﾝﾌﾞ いながきｸﾘﾆｯｸ  集検部

31 ｲﾏｲﾒｲｼｮｸ 今井明飾(株)

32 ｳｨﾗｰｴｸｽﾌﾟﾚｽ WILLER EXPRESS西日本㈱　大阪営業所

33 ｳｴﾀﾞｱﾙﾏｲﾄｺｳｷﾞｮｳ 植田アルマイト工業(株)

34 ｳｴﾉｳﾝﾕ 上埜運輸(株)

35 ｳｴﾉﾃｯｺｳｼｮ ㈱上野鉄工所

36 ﾕｰﾋﾞｰｲｰ ＵＢＥ（株）  堺工場

37 ｴｱｳｫｰﾀｰ エア・ウォーター(株)　　堺事業所

38 ｴｲﾀﾞｲｻﾝｷﾞｮｳ 永大産業(株)  大阪事業所

39 ｴｲﾁｴﾑｴｽ エイチ・エム・エス(有)

40 ｴｽｼｰﾕｳｷｶｶﾞｸ SC有機化学（株）

41 ｴﾇｴｽｴﾑｺｲﾙｾﾝﾀｰ NSMｺｲﾙｾﾝﾀｰ (株)　　関西事業所/堺

42 ｴﾇｼｰﾕｰﾌﾞﾂﾘｭｳ エヌ・シー・ユー物流㈱　大阪営業所

43 ｴﾈｵｽ ＥＮＥＯＳ㈱堺製油所

44 ｴﾌﾜｲｴｲﾁ ＦＹＨ(株)

会社名



45 ｴﾑﾁｭｰﾌﾞ エムチューブ㈱

46 ｵｰｴﾑｺｳｷﾞｮｳ オーエム工業(株) 泉北工場

47 ｵｵｻｶｶﾞｽﾅﾝﾌﾞ 大阪ガス(株) 　　南部事業所

48 ｵｵｻｶｶﾝｷｮｳｿｸﾃｲｾﾝﾀｰ 大阪環境測定センター

49 ｵｵｻｶｼﾝｳﾝﾕ 大阪新運輸(株)

50 ｵｵｻｶｼﾝｸｳｷｷｾｲｻｸｼｮ (株)大阪真空機器製作所        堺工場

51 ｵｵｻｶｾｲｷｾｲｻｸｼｮ (株)大阪精器製作所

52 ｵｵｻｶｾｲﾃﾂ 大阪製鐡（株）　堺工場

53 ｵｵｻｶｿｳｺﾞﾀｸｼｰ 大阪相互タクシー㈱

54 ｻﾝﾜﾃｯﾊﾟﾝ 大阪鐵板(株)

55 ｵｵｻｶﾊﾟｯｹｰｼﾞｶﾞｽｾﾝﾀｰ (株)大阪パッケージガスセンター

56 ｵｵｻｶﾌｹｯｶｸﾖﾎﾞｳｶｲ (一財)大阪府結核予防会　複十字診療所

57 ｵｵｻｶﾌｾｲｺｳｶｲ (社)大阪府清港会

58 ｵｵｻｷｺｳｷﾞｮｳ 大崎工業(株)

59 ｵｵﾂｶｳｴﾙﾈｽﾍﾞﾝﾃﾞｨ 大塚ｳｴﾙﾈｽﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ 関西支店大阪営業所

60 ｵｵﾄﾘﾌﾞﾂﾘｭｳ オオトリ物流(株)

61 ｵｰﾉ (株)オーノ

62 ｵｶｻﾞｷｺｳｴｲｼｬ (有)岡崎公栄社

63 ｵｶｻﾞｷｾｲｻｸｼｮ (株)岡崎製作所

64 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐﾄﾞﾎﾞｸ      ｺｳｷﾞｮｳ 奥村組土木興業（株）   堺工場

65 ｵ-ﾅﾐ (株)オーナミ  堺事業所

66 ｵﾈｽﾄｶﾅﾔﾅ オネストカナヤマ(株)

67 ｶｼﾞﾃｯｸ (株)加地テック

68 ｶｼﾜﾊﾞﾗｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ (株)カシワバラ・コーポレーション大阪営業所

69 ｶｼﾞﾜﾗﾄｿｳ 梶原塗装（株）  大阪支店

70 ｶﾅｻﾞﾜﾒｯｷｺｳｷﾞｮｳｼｮ (株)金澤鍍金工業所

71 ｶﾆｴｶﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 蟹江ガスエンジニアリング(株)

72 ｶﾜｿｰﾃｸｾﾙ カワソーテクセル(株)

73 ｶﾜﾄﾛｳﾑｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 川戸労務管理事務所

74 ｶﾝｻｲｺｳｻｸｼｮ (株)関西工作所

75 ｶﾝｻｲｼｮｸﾊﾞｲｶｶﾞｸ 関西触媒化学（株）

76 ｶﾝｻｲﾃﾞﾝｷﾎｱﾝｷｮｳｶｲ (一財)関西電気保安協会　大阪南支店

77 ｶﾝｻｲﾃﾞﾝﾘｮｸｻｶｲｺｳ 関西電力(株)堺港発電所

78 ｶﾝｻｲﾐﾗｲｷﾞﾝｺｳ (株)関西みらい銀行　 堺中央支店

79 ｶﾝｾｲﾘｺｳ 関西利工(株)

80 ｶﾝﾃﾞﾝｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ (株)関電ｴﾈﾙｰｷﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ　堺ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ

81 ｶﾝﾃﾞﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ (株)かんでんｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 大阪南支店

82 ｶﾝﾃﾞﾝﾌﾟﾗﾝﾄ 関電プラント(株)  堺港事業所

83 ｷﾀｶﾞﾜｺｳｷﾞｮｳｼｮ (株)北川工業所

84 ｷﾇｶﾞﾜﾈｼﾞｺｳｷﾞｮｳ 絹川ネジ工業(株)

86 ｷﾖｳｷﾞﾝｺｳｻｶｲ (株)紀陽銀行  堺支店

88 ｷｮｸﾄｳｺﾞﾑ 極東ゴム（株）

89 ｷﾝｷﾃﾞﾝｶｲｽｽﾞｺｳｷﾞｮｳ 近畿電解錫工業(株)



90 ｸｼﾛﾌﾞﾚｰｷ クシロブレーキ(株)

91 ｸﾎﾞﾀｻｶｲｾﾞｲｿﾞｳｼｮ (株)クボタ  堺製造所

92 ｸﾎﾞﾀｹﾐｯｸｽ ㈱クボタケミックス

93 ｸﾎﾞﾀｾｲｷ クボタ精機㈱

94 ｸﾘﾀｺｳｷﾞｮｳ 栗田工業(㈱) 堺駐在所

95 ｸﾘﾓﾄﾃｯｺｳｼｮｻｶｲ (株)栗本鐵工所  堺工場

96 ｸﾞﾛｰﾌﾞｲﾝ (株)グローブイン

98 ｹｲﾐｭｰｻｶｲｺｳｼﾞｮｳ ケイミュー㈱ 堺工場

99 ｺｳｱﾂｶﾞｽｺｳｷﾞｮｳ 高圧ガス工業(株)  堺工場

100 ｺｳｿｸｵﾌｾｯﾄ (株)高速オフセツト

101 ｺｳﾅﾝﾃｯｺｳ 光南鉄工(株)

102 ｺｳﾉｲｹｳﾝﾕ 鴻池運輸(株)      日新製鋼堺営業所

104 ｺｳﾜｷｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 幸和機設工業(株)

105 ｺｳﾅﾝｼｮｳｼﾞ コーナン商事(株)

106 ｺｳﾆﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ コーニングジャパン㈱ 堺工場

107 ｺｽﾓｾｷﾕｻｶｲ コスモ石油(株)  堺製油所

108 ｺﾄﾌﾞｷｳﾝｿｳ (株)寿運送

109 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｿｳｺﾞｳｻｰﾋﾞｽ コニカミノルタジャパン(株)

110 ｺﾊﾞﾔｼﾀﾝｺｳ 小林鍛工（株）

111 ｺﾝｺﾞｳｷﾝｿﾞｸ 金剛金属(有)

112 ｻｶｲｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 堺化学工業（株） 堺事業所

113 ｻｶｲｶﾞｽｾﾝﾀｰ ㈱堺ガスセンター

115 ｻｶｲｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ (株)堺カントリークラブ

116 ｻｶｲｷｶｲｷﾝｿﾞｸﾀﾞﾝﾁｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 堺機械金属団地協同組合

117 ｻｶｲｺｳｷ 堺工機（株）

118 ｻｶｲｺｳﾊﾝｺｳｷﾞｮｳ 堺鋼板工業(株)

119 ｻｶｲｼﾝｶｲｳﾝﾕ 堺新開運輸(株)

120 ｻｶｲｿｳｺﾞﾀｸｼｰ 堺相互タクシー(株)

121 ｻｶｲﾃｯｺｳｼｮ (株)酒井鉄工所

122 ｻｶｲﾄﾞｹﾝ 堺土建（株）

123 ｻｶｲﾆﾁｱｽ 堺ニチアス(株) 製造部堺工場

124 ｻｶｲﾉｳｾﾞｲｷｮｳｶｲ (社)堺納税協会

125 ｻｶｲﾋｯｺｼｾﾝﾀｰ (株)サカイ引越センタｰ

126 ｻｶｲﾘﾝｶｲｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 堺臨海化学工業協同組合

127 ｻｶｲﾛｳﾑｼﾞﾑｼｮ 堺労務事務所

128 ｻｶｴｳﾝﾕｺｳｷﾞｮｳ 栄運輸工業(株)堺臨海支店

129 ｻﾄｳｷﾝｿﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 佐藤金属工業(株)

130 ｻﾝｷｭｳｶﾝｻｲｴﾘｱｶﾝｻｲｼﾃﾝ 山九(株)　関西エﾘｱ　関西支店

131 ｻﾝｷｭｳｶﾝｻｲｴﾘｱｾﾝﾎﾞｸｼﾃﾝ 山九(株） 関西エﾘｱ    泉北支店

132 ｻﾝｽｲｼｬ (株)三翠社

133 ｻﾝﾎﾞｳ (株)サンボウ

134 ｻﾝﾎﾞｳｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ (株)三宝化学研究所

136 ｻﾝﾖｳｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ (株)三洋化学研究所



137 ｻﾝﾖｳｷﾝｿﾞｸﾈﾂﾚﾝ 三洋金属熱錬工業(株)

138 ｻﾝﾜｼｺｳ 三和紙工(株)

139 ｼｰｴｯﾁｱｲｵｵｻｶﾍﾞｲﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ CHI大阪ﾍﾞｲﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ

141 ｼﾞｪｲｴｽﾌｧｸﾄﾘｰ (株)ｼﾞｪｲｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ関西支店

142 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰﾌﾞﾂﾘｭｳ JFE物流(株)  大阪流通ｾﾝﾀｰ

143 ｼｷﾎﾞｳｻｶｲ (株)シキボウ堺

144 ｼｺｸﾏﾙｲﾁｺｳｶﾝ 四国丸一鋼管(株)

145 ｼﾞﾃﾝｼｬｻﾝｷﾞｮｳｼﾝｺｳｷｮｳｶｲ (財)自転車産業振興協会技術研究所

146 ｼﾊﾞﾔﾏｳﾝｿｳ 芝山運送(株)

147 ｼﾏﾉ (株)シマノ

148 ｼﾏﾉｾｰﾙｽ シマノセールス㈱

149 ｼﾏﾌﾞﾝｺｰﾌﾟﾚｰｼｮﾝ (株)シマブンコーポレーション 堺出張所

150 ｼｬｰﾌﾟ シャープ(株)　本社・堺事業所

151 ｼｮｳﾖｳ ショウヨウ㈱

152 ｼｮｳﾜｷﾛｸ 昭和汽力(株)

153 ｼｮｳﾜｺｳｶﾝ 昭和鋼管（株）

154 ｻｶｲｱﾙﾐ 堺アルミ（株）

155 ｼﾗｲﾃｯｺｳｼｮ (株)白井鐵工所

156 ｼﾝｶﾝｻｲｾｲﾃﾂ 新関西製鐵（株）

158 ｼﾝｺｳﾀﾞｲｶﾞｽﾄ ｺｳｷﾞｮｳ 伸幸ダイガスト工業(株)

159 ｼﾝｼｮｳﾜ (株)新昭和

160 ｼﾝｾｲｲﾝｻﾂｻｶｲ 真生印刷(株)

161 ｼﾝﾄｳﾒﾀﾘｺﾝ ｺｳｷﾞｮｳ 伸東メタリコン工業(株)

162 ｼﾝﾒｲｻﾝｷﾞｮｳ 新明産業(株)

163 ｼﾝﾖｳｶｲｳﾝ 新洋海運(株)

164 ｽｰﾊﾟｰﾂｰﾙ (株)スーパーツール

165 ｽﾃﾗｹﾐﾌｧ ステラケミファ(株) 三宝工場

166 ｽﾃﾝﾚﾙﾊﾟｲﾌﾟｺｳｷﾞｮｳ ステンレスパイプ工業㈱

167 ｽﾐｻｸ (株)スミサク

168 ｽﾐﾖｼｺｳｶﾝｻｶｲ 住吉鋼管(株)　堺工場

169 ｾｲｹｲｶｲ 社会医療法人　清恵会

170 ｾｷｽｲｶｾｲﾋﾝｻｶｲ ㈱積水化成品堺

171 ｾｯﾂ  セッツ㈱

172 ﾆｯﾎﾟﾝｾｲﾃﾂｾﾄｳﾁﾊﾝｼﾝ 瀬戸内製鉄所阪神(堺)協力会事務局

173 ｾﾝｺｳｳﾝｿｳ 泉幸運送(株)

174 ｾﾝｼｭｳｺｳｷ 泉州工機(株)

175 ｾﾞﾝｾｲﾔｸﾋﾝｺｳｷﾞｮｳ 全星薬品工業(株)

176 ｾﾝﾄｺｳｷﾞｮｳ 泉都興業（株）

178 ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞﾗｽﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ セントラル硝子プラントサービス㈱ 堺工場

179 ﾀﾞｲｶﾞｽｱﾝﾄﾞ Daigasｶﾞｽｱﾝﾄﾞﾊﾟﾜｰｿﾘｭｰｼｮﾝ(株) 泉北製造所

180 ﾀﾞｲｶﾝ (株)ダイカン堺事業所

181 ﾀﾞｲｷﾝ ｷｮｳﾘｮｸｶｲ ダイキン堺構内 安全衛生協力会

182 ﾀﾞｲｷﾝｺｳｷﾞｮｳｻｶｲ ダイキン工業(株)  堺製作所



183 ﾀﾞｲｼｮｳ 大醤（株）

184 ﾀﾞｲﾆﾁﾃｯｺｳｼｮ (株)大日鐵工所

185 ﾀﾞｲﾈﾂ (株)ダイネツ

186 ﾀｲﾖｳｺｳｷﾞｮｳ 大容工業（株）

187 ﾀｲﾖｳｺｳｻｸｼｮ (株)太洋工作所  堺工場

188 ﾀｲﾖｳﾆｯｻﾝｶﾞｽ 大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱ 堺支店

189 ﾀｲﾖｳﾌﾞﾘｷｲﾝｻﾂ 太陽ブリキ印刷㈱

190 ﾀﾞｲﾜｺｳｻﾞｲ 大和鋼材(有)

191 ﾀﾞｲﾜｼｬｯﾀｰ 大和シャッター（株）

192 ﾀｶｼﾏﾔｻｶｲ (株)高島屋　堺店

193 ﾀｶｼﾏﾔｾﾝﾎﾞｸ (株)高島屋　泉北店

194 ﾀｶﾀﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ (株)高田工業所 大阪事業所

195 ﾀｹﾅｶｺｳﾑﾃﾝ ㈱竹中工務店西日本機材センター

196 ﾀﾁﾊﾞﾅｹｲﾀﾘﾝｸﾞ 立花ケイタリングサービス(株)

197 ﾀﾏｶﾞﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 玉川エンジニアリングﾞ㈱ 　三宝事業所

198 ｴﾑｴﾑｶｯﾊﾟｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ MMｶｯﾊﾟｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ㈱

199 ﾀﾏﾉｲｽ タマノイ酢(株)

200 ﾁｶﾏｻ (株)近正

201 ﾁｭｳｶﾞｲﾛｺｳｷﾞｮｳ 中外炉工業(株)　堺事業所

202 ﾁﾖﾀﾞｸｳﾁｮｳｷｷ 千代田空調機器(株)

203 ﾁﾖﾀﾞｹｲｿｳ 千代田ｼｽﾃﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱中部事業所堺事務所

204 ﾂｶｶﾅﾓﾉ ツカ・カナモノ㈱

205 ﾂｼﾞﾉﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ 辻野プラスチックス工業（株）

206 ﾂｼﾞﾊﾞﾔｼﾃｯｺｳｼｮ (株)辻林鐵工所

208 ﾃﾞｨｸﾞﾘｽ (株)ディグリス

209 ﾃﾞｨｱｲｴﾇｴｽｻｶｲ ＤＩＮＳ関西㈱RAC事業所

211 ﾃﾂｹﾞﾝ (株)テツゲン　瀬戸内支店関西事業所

212 ﾄｳｷｮｳｾｲｺｳ 東京製綱(株)　堺工場

213 ﾄｳﾍﾟ (株)トウペ

214 ﾄｳﾖｳﾛｺｳｷﾞｮｳ 東洋炉工業(株)

215 ﾄｶﾞﾜｺﾞﾑ (株)十川ゴム  堺工場

216 ﾄｷﾜｺｳｷﾞｮｳ トキワ工業(株)

217 ﾄｸｴｲ (株)徳栄

218 ﾄｸｼｭﾖｳｾﾂﾎﾞｳ 特殊溶接棒(株)

219 ﾄｰﾀﾙｺﾝｻﾙ＆ｶｳﾝｾﾙ トータルコンサル＆カウンセル

220 ﾄｯﾌﾟﾂｰﾙ (株)トップツール

221 ﾄﾜﾛﾝ トワロン(株)

222 ﾅｶﾞｲｾｲﾔｸｼｮ (株)長井製薬所

223 ﾅｶｳﾁｼｬｶｲﾎｹﾝ ﾛｳﾑｼｼﾞﾑｼｮ 中内社会保険労務士事務所

224 ﾅｶｶﾞﾜ (株)ナカガワ

225 ﾅｶﾞｾｹﾑﾃｯｸｽ ナガセケムテックス㈱ 堺工場

226 ﾅｶﾂｼﾞﾃｯｺｳｼｮ (株)中辻鉄工所

227 ﾅｶﾊｼﾎｵﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ (株)中橋保温工業所



228 ﾅｶﾔﾏｾｲｺｳｼｮ 中山製鋼所　建材事業部　堺工場

229 ﾅｽﾌﾞｯｻﾝ ナス物産(株)　加工事業部

230 ﾅﾆﾜﾃｯｺｳ 浪速鉄工（株）  堺工場

231 ﾅﾝｶｲｱｴﾝﾄｷﾝ 南海亜鉛鍍金(株)

232 ﾅﾝｶｲｷﾝｿﾞｸ 南海金属（株）

233 ﾅﾝｶｲｺｳｷﾞｮｳ 南開興業(株)

234 ﾅﾝｶｲｼｬﾘｮｳ ｺｳｷﾞｮｳ 南海車両工業(株)

235 ﾆｼｵﾓｰﾀｰｽ (株)西尾モータース

236 ﾆｼｶﾜｼｮｳｺｳ 西川商工(株)

237 ﾆﾁｱｾｲﾐﾂｺｳｷﾞｮｳ 日亜精密工業(株)

238 ﾆﾁｴｲ (株)ニチエイ

239 ﾆﾁﾃﾞﾝｼｮｳｶｲ (株)日電商会

240 ﾆｯｶﾄｰ (株)ニッカトー

241 ﾆｯｺｳｻﾝｷﾞｮｳ 日光産業（株）

242 ﾆｯｺｳﾃﾞﾝｷ 日光電機㈱

243 ﾆｯｼﾝｵｲﾘｵｸﾞﾙｰﾌﾟ 日清オイリオグループ(株)堺工場

244 ﾆｯｼﾝｼｽｺ 日清シスコ(株)

245 ﾆｯﾃﾂ ニッテツ(株)

246 ﾆｯﾃﾂｺｳﾊﾝ 日鉄鋼板(株)　西日本製造所

247 ﾆｯﾃﾂｾｲｺｳ 日鉄精鋼(株)

248 ﾆｯﾃﾂﾃｯｸｽｴﾝｼﾞｲｼｽﾞ 日鉄テックスエンジ(株)阪神支店(石津)

249 ﾆｯﾃﾂﾃｯｸｽｴﾝｼﾞｻｶｲ 日鉄テックスエンジ(株)阪神支店(堺)

250 ﾆｯﾃﾂﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 日鉄ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ＆ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 西日本支社

251 ﾆｯﾄｻｰﾋﾞｽ ニットサービス(株)

252 ﾆﾎﾝｶﾗｰｺｳｷﾞｮｳ 日本カラー工業（株）

253 ﾆﾎﾝｶﾞﾙﾊﾞ 日本ガルバ（株）

254 ﾆﾎﾝｻｸﾋﾞﾎﾟﾊﾞｰﾙ 日本酢ビ・ポバール㈱

255 ﾆﾎﾝｼﾝﾊﾞﾝ 日本シンバン(株)

256 ﾆｯﾎﾟﾝｾｲﾃﾂｾﾄｳﾁｾｲﾃﾂｼｮ 日本製鉄(株) 瀬戸内製鉄所

257 ﾆｯﾎﾟﾝｾｲﾃﾂｶﾝｻｲｾｲﾃﾂｼｮ 日本製鉄(株) 関西製鉄所

258 ﾆﾎﾝﾂｳｳｻﾝ 日本通酸(株)

259 ﾆﾎﾝﾂｳｳﾝｼｬｰﾌﾟ 日本通運(株) シャープ大阪事業所

260 ﾆﾎﾝﾉﾎﾞﾊﾟﾝ ｺｳｷﾞｮｳ 日本ノボパン工業(株)

261 ﾆﾎﾝﾌｯｿｺｳｷﾞｮｳ 日本ﾌｯｿ工業㈱

262 ﾆﾎﾝﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 日本ボールバルブ(株)

263 ﾉﾎﾙｾｲｻｸｼｮ (株)昇製作所

264 ﾉﾑﾗｼｮｳｹﾝｻｶｲ 野村證券(株)　堺支店

265 ﾊｷﾞﾑﾗｷﾝｿﾞｸ 萩村金属(株)

266 ﾊｸﾞﾙﾏ (株)羽車

267 ﾊｼｽﾞﾒｺｳﾑﾃﾝ (株)橋爪工務店

268 ﾊｯｺｳｷﾝｿﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 白光金属工業(株)

270 ﾊﾏﾀﾞｼﾞｭｳｺｳ 濱田重工(株)　大阪支店

271 ﾊﾏﾃﾞﾗｺｳｷﾞｮｳ 浜寺工業(株)



272 ﾊﾔｻｷｳﾝｿｳ 早崎運送(株)

273 ﾊﾔｼｷﾝｿﾞｸｺｳｷﾞｮｳｼｮ (株)林金属工業所

274 ﾊﾔｼｾｲｻｸｼｮ (株)林製作所

275 ﾊﾟﾜｰｷｬｽﾄ (株)パワーキャスト

276 ﾊﾝﾂﾈｾｲｻｸｼｮ (株)飯常製作所

277 ﾊﾝﾅﾝｼｬﾀｲｾｲﾋﾞ 阪南車体整備(株)

278 ﾊﾝﾅﾝﾋﾞｮｳｲﾝ 医療法人　杏和会     阪南病院

279 ﾊﾝﾜｾﾝﾎﾞｸﾋﾞｮｳｲﾝ 医療法人錦秀会　  阪和第二泉北病院

280 ﾋｷﾀﾃｯｺｳ 引田鉄工㈱

281 ﾋﾀﾁｿﾞｳｾﾝ 日立造船（株） 堺工場

282 ﾋﾉﾃﾞｾｲｷ 日之出精機(株)

283 ﾋﾏﾜﾘﾌﾟﾘﾝﾄ (株)ひまわりぷりんと

284 ﾋﾗｸﾎﾞｳｾｷ 比楽紡績(株)

285 ﾋﾗﾉｾｲｷｺｳｷﾞｮｳ 平野整機工業(株)

286 ﾌｶｲｾｲｻｸｼｮ (有)深井製作所

288 ﾌｼﾞｷｸﾐ (株)藤木組

290 ﾌｼﾞｾﾙﾛｲﾄﾞｺｳｷﾞｮｳ 富士セルロイド工業(株)

291 ﾌｼﾞﾀﾙｸｺｳｷﾞｮｳ 富士タルク工業(株) 堺工場

292 ﾌｼﾞﾜﾗｳﾝﾕ 藤原運輸(株)　堺営業所

293 ﾌｿｳｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 扶桑化学工業(株) 大阪工場

294 ﾌｿｳｷｺｳ 扶桑機工(株)　堺工場

295 ﾌｿｳｺｳｷﾞｮｳ 扶桑工業（株）

296 ﾌﾞﾂﾘｭｳｼｽﾃﾑ ㈱物流システム 堺営業所

297 ﾌﾖｳｺｳｱﾂ 扶容高圧(株)

298 ﾎｸｾｲｺｳｷﾞｮｳ 北星興業（株）

299 ﾎﾘﾄﾐｼｮｳｺｳ 堀富商工(株)

300 ﾏｴｶﾜﾛｳﾑ ｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 前川労務管理事務所

301 ﾏｴﾀﾞｾｲｶ 前田製菓（株）

302 ﾏｻｺﾞｷﾝｿﾞｸ 真砂金属(株)

303 ﾏﾂｼﾀｾｲｻｸｼｮ (株)松下製作所

304 ﾏﾂﾀﾞｽﾃﾝﾚｽｹﾝﾏ 松田ステンレス研磨(株)

306 ﾏﾂﾓﾄｷｶｲｾｲｻｸｼｮ (株)松本機械製作所

307 ﾏﾂﾓﾄｹﾞﾝｼｮｸｶｶﾞｸｺｳｼﾞｮｳ (株)松本現色化学工場

308 ﾏﾅﾍﾞﾃﾞﾝｷ 真鍋電機(株)

309 ﾏﾙｲﾁｺｳｶﾝｻｶｲｺｳｼﾞｮｳ 丸一鋼管（株）  堺工場

310 ﾏﾙｲﾁｺｳｶﾝﾄｸﾋﾝｼﾞｷﾞｮｳﾌﾞ 丸一鋼管（株）  特品事業部

311 ﾏﾙｾﾞﾝｼｮｳﾜｳﾝﾕ 丸全昭和運輸㈱関西支店

312 ﾏﾙﾀｶｾｲｻｸｼｮ (株)丸高製作所

313 ﾏﾙﾜｺｳｷﾞｮｳ 丸和工業㈱

314 ﾐｶｻｷﾝｿﾞｸｺｳｷﾞｮｳ ミカサ金属工業（株）

315 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｷﾞﾝｺｳｻｶｲ (株)三井住友銀行  堺支店

316 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｷﾞﾝｺｳﾊﾏﾃﾞﾗ (株)三井住友銀行  浜寺支店

317 ﾐﾂｸｺｳｷﾞｮｳ ミック工業(株)



318 ﾐﾂﾋﾞｼﾏﾃﾘｱﾙｻﾝﾎﾟｳｾｲｻｸｼｮ 三菱マテリアル（株)　三宝製作所

319 ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳUFJｷﾞﾝｺｳｵｵﾐﾉ (株)三菱東京UFJ銀行　大美野支店

320 ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳUFJｷﾞﾝｺｳｻｶｲ (株)三菱東京UFJ銀行　堺支店

323 ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷｮｳUFJｷﾞﾝｺｳﾅｶﾓｽﾞ (株)三菱東京UFJ銀行　中もず支店

324 ﾐﾂﾋﾞｼﾏﾃﾘｱﾙｻｶｲ 三菱マテリアル(株)  堺工場

325 ﾐﾂﾋﾞｼﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉ 三菱マテリアルテクノ（株）大阪化学分析ｾﾝﾀｰ

326 ﾐﾂﾎﾞｼｲﾝｷ 三星インキ(株)  堺工場

327 ﾐﾂﾎﾞｼｾｲｻｸｼｮ ㈱三星製作所

328 ﾐﾄﾞﾘｱﾝｾﾞﾝｻｶｲ ミドリ安全堺（株）

329 ﾐﾅﾐｷﾝｷﾃｨｰｼｰｴﾑ 南近畿TCM(株)

330 ﾐﾅﾐｻｶｲﾋﾞｮｳｲﾝ 南堺病院

331 ﾐﾅﾐﾃｽﾃｨﾊﾞﾙ (株)南テスティパル

332 ﾐﾔﾀｼｬｰﾘﾝｸﾞ (株)宮田シャーリング

333 ﾐﾘｵﾝｶｶﾞｸ ミリオン化学(株) 泉北工場

335 ﾒﾝﾃﾞﾙ (株)メンデル 三宝事業所

336 ﾓﾘﾀｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 森田化学工業(株) 堺事業所

337 ﾓﾘﾓﾄｶｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｼｮ (株)森本化学研究所

338 ﾔｵｾｲｻｸｼｮ (株)八尾製作所

339 ﾔｷﾞｿｳ 八木惣（株）

340 ﾔﾏｲﾁ (株)山一

341 ﾔﾏｴ (株)ヤマエ

342 ﾔﾏｳｴｾｲｻｸｼｮ (株)山上製作所

343 ﾔﾏｻﾞｷｹﾝｾﾂ 山崎機設(株)

344 ﾔﾏｼﾀｸﾐ (株)山下組

346 ﾕﾀﾞｯｸｽ (株)ユダックス

347 ﾕﾆｵﾝﾌｧｰﾈｽ ユニオンファ－ネス(株)

348 ﾖｺｶﾞﾜﾌﾞﾘｯｼﾞ (株)横河ブリッジ 大阪工場

349 ﾖｼｶﾜｺｳｷﾞｮｳ 吉川工業(株)  堺支店

350 ﾖﾄﾞｶﾞﾜﾃｯｺｳ 淀川鉄工(株)

351 ﾗｲｵﾝ ライオン(株)  大阪工場

352 ﾗｲｵﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ライオンエンジニアリング(株)  大阪事業所

353 ﾘｸﾞﾅｲﾄ リグナイト（株）

354 ﾘｿﾅｷﾞﾝｺｳｻｶｲ (株)りそな銀行 堺支店

355 ﾘｿﾅｷﾞﾝｺｳｻｶｲﾋｶﾞｼ (株)りそな銀行 堺東支店

356 ﾘｿﾅｷﾞﾝｺｳｼﾝｶﾅｵｶ (株)りそな銀行 新金岡支店

357 ﾘｿﾅｷﾞﾝｺｳｾﾝﾎﾞｸ (株)りそな銀行 泉北支店

358 ﾘﾝｶｲ (株)リンカイ

359 ﾚｲｽﾞﾈｸｽﾄ レイズネクスト㈱

360 ﾛｳｻｲｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ (一財)労災ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 近畿労災年金支援ｾﾝﾀｰ

361 ﾜﾀﾅﾍﾞｹﾝｾﾂ (有)渡辺建設

362 ﾜﾀﾅﾍﾞﾌﾟﾚｽ ｺｳｷﾞｮｳ 渡辺プレス工業(株)

363 ﾜﾗﾍﾞﾔﾆﾁﾖｳ わらべや日洋(株)　堺工場

364 ｶｼﾊﾗﾃｯｺｳ カシハラ鐵構（株）



365 ﾀﾞｲﾆﾁｻﾝｷﾞｮｳ 大日産業㈱

366 ﾌﾞﾙｰｴｷｽﾌﾟﾚｽ ブルーエキスプレス㈱

367 ｷｮｳｴｲﾏﾃﾘｱﾙ 共英マテリアル㈱


