
別紙 1                会員名簿(順不同) 

第 1 地区 ㈱三菱東京UFJ銀行寺田町支店 冨士灯器㈱ ㈱三井住友銀行寺田町支店

沢井紙工㈱ 尾張屋工場 米沢運送㈱ ㈱津村製作所 

天王寺 SC 開発㈱ ㈱奥村組 セキセイ㈱ (学)天王寺学館 

㈱曲田商店 ダイトク㈱ ゴーダ EMB㈱ ㈱近鉄百貨店 

近畿配送サービス株 ㈱新宿 ㈱ユーゴ―書店 北慶㈱ 

㈱三菱東京UFJ銀行阿倍野橋西支店 共同クリーンシステム㈱ ㈱三菱東京UFJ銀行阿倍野橋支店 ㈱きんえい 

㈱りそな銀行阿倍野橋西支店 ツジカワ㈱ (医)相愛会相原第 2 病院 (学)大谷学園 

橘運送㈱ 葵精機㈱ 奥村印刷㈱ ㈱近畿大阪銀行王子支店 

イ―ス精工㈱ ㈱石渡靖一郎塗装店 (医)健友会帝塚山病院 ㈱樋口松之助商店 

㈱石渡康三郎塗装店 三協紙業㈱ ㈱ニチダン (宗)長楽寺長楽保育園

大道興業㈱ 寺崎電器産業㈱ デジタル総合印刷㈱ シャープ特選工業㈱ 

尼崎信用金庫昭和町支店 ㈱大阪オリコミ (医)恵登久会越川病院 ㈱宝商事 

シャープ㈱ ㈱三井住友銀行西田辺支店 ㈱藤井電機製作所 ㈱みかど製作所 

(学)明浄学園明浄学園高等学校 ㈱明新運輸製作所 阪和電設㈱ ㈱大阪の味本舗 

㈱角八魚鱗箔 ㈱近鉄ホテルシステムズ天王寺都ホテル シャープシステムプロダクト㈱ シャープファイナンス㈱ 

シャープエレクトロニクスマーケティング㈱ 濱労務管理センター㈱ (社)大阪府トラック協会南大阪支部 ㈱みずほ銀行阿倍野橋支店 

㈱ヤマト銘板製作所    
第 2 地区 タカラベルモント㈱大阪工場 ㈱東和製作所 久金属工業㈱ 

㈱マスダ 巽合成化学㈱ ㈱大和製作所 ㈱日ノ丸発動機製作所 

㈱大阪造船ドック (医)小池外科 ㈱新井製作所 ㈱大阪送風機製作所 

西出合金工業㈱ カネミ倉庫㈱大阪支店 ㈱昭和起重機製作所 古林工業㈱ 

大阪フェニックス生コンクリート㈱ 宮脇鋼管㈱ 綿谷木材工業㈱ 小林鋼管工業㈱ 

日本機設㈱大阪工場 大阪アサノコンクリート㈱津守工場 大阪生コン運輸㈱ ㈱酒井 

関西太平洋鉱産㈱大阪工場 ㈱大阪アサヒメタル工場 南大阪交通㈱ IPM㈱ 

㈱百一堂 (有)協栄金属 みずほ工業㈱ (医)山喜会山本第三病院 

ミリオンペイント㈱ カツラギ工業㈱ ㈱桜井鉄工所 貝塚運送㈱ 

トキワ精工㈱ ナニワ企業団地協同組合 日管工業㈱ 第一工業㈱ 

㈱ケーエスアイ ㈱日興機械製作所 ㈱ハンシン建設基礎事業本部  

第 3 地区    
(医)弘仁会まちだ胃腸病院 キンキ道路㈱アベノ事業所 大一興業㈱ ㈱珍々堂 

㈱交通電業社 ロア㈱ ㈱マルキフーズ (医)ダイワ会大和中央病院 

イズミヤ㈱ ㈱近畿大阪銀行天下茶屋支店 朝田金属工業㈱ ㈱日立メディコ大阪工場 

㈱カンピ製作所 ㈱りそな銀行萩之茶屋支店 ㈱ヤギ ㈱大阪荷札製作所 

藤川金属工業㈱ 鈴木鉄工所㈱ ㈱大阪継手バルブ製作所 梅南鋼材㈱ 

大阪紙器工業㈱ ㈱大黒電機製作所 ㈱サーモテック ㈱共和 

ナニワ研磨工業㈱ (医)山喜会山本第一病院 ㈱サカン シュワルッコフヘンケル㈱ 



エヌエスケーニシダ工業㈱ ㈱三菱東京UFJ銀行玉出支店 美原製鋼㈱ 藤本医院集検部旭レントゲン協会 

阪神高速技研㈱阿倍野事業所 西山税理士事務所 ㈱日電商会 大栄線業㈱ 

第 4 地区 ㈱関西木材市場 ㈱関西ドラムセンター 清和ウエックス㈱ 

㈱コシハラ 日本城タクシー㈱ 東洋タクシー㈱ ㈱オー・ビー・ジ 

トキワ工業㈱大阪工場 共栄鋼材㈱ ダイコー鉄工㈱ 大一㈱ 

㈱松本シャリング工場 ㈱ニﾂセイシャーライン 近江産業㈱南港鋼材センター JFE 鋼材㈱大阪工場 

ダイサン物流㈱ 日東物流㈱大阪支店 アチハ㈱ 阪和流通センター大阪㈱ 

JFE 物流㈱南港センター 日本興運㈱大阪支店 ㈱日経西日本製作センター 日立造船㈱ 

ミズノ㈱ 谷本産業㈱ 港湾冷蔵㈱南港工場 大銑産業㈱南港倉庫 

カネヒラ鉄鋼㈱南港鋼材センター 水間急配㈱ 太平洋總業サービス㈱大阪支店 ㈱ニチレイ・ロジステｲクス関西 

大和運輸㈱ ㈱松岡大阪南港物流センター 住商鋼管㈱ 大阪市食肉市場㈱ 

㈱マルハ物流ネット ㈱ニチレイ・ロジステｲクス 関西電力㈱南港発電所 三栄金属㈱ 

渡辺鉄工㈱ 間口人事部労政室 大阪車輌工業㈱ 臼杵運送㈱ 

日本板硝子ウインテック㈱ エスエヌ環境テクノロジー㈱ ㈱サン・ロジサービス ㈱デリカ・アイフーズ 

㈱三久食品 住金物産特殊鋼㈱ 中谷運輸㈱大阪南港安全衛生推進会 インターナショナルエクスプレス㈱ 

大阪南港鉄工団地協同組合 大阪海運貨物荷役㈱ ㈱大阪ニチレイサービス 大和鋼管工業㈱関西物流加工センター 

㈱大阪ニチレイサービス新南港事業所 ㈱住友倉庫大阪支店 ㈱GFF 大阪南工場 三島光産㈱ 

第 5 地区 （医）三宝会南港病院 オーエム工業㈱ ミツバ工業㈱ 

岩谷瓦斯㈱住之江工場 三井造船マシナリー・サービス㈱ 三友不動産㈱大阪事業所 加藤産業㈱南近畿支社 

㈱栗本鐵工所住吉工場 ㈱山本塗装店 ㈱クリモトテクノス ㈱中越黒鉛工業所 

越井木材工業㈱ 平野工機㈱ 谷畑機工㈱ ヤマチョー㈱ 

新紀木材産業㈱ ㈱小山製材所 ㈱清水木材商会 日本シール㈱ 

栄川木材㈱ 大紀工業㈱ ㈱きんでん難波営業所 第一稀元素化学工業㈱ 

元好木材工業㈱ 津田産業㈱ 丸玉産業㈱西日本営業部 村上木材㈱ 

サノヤス造船㈱ 住之江興業㈱ ハマダ㈱ゴルフスミノエ ㈱栗本鐵工所加賀屋工場 

㈱さかい大阪営業所 橋本鉄工所㈱加賀屋事業所 新生鋼業㈱ ㈱大阪特殊パッキング製作所 

㈱マスダ ㈱マスダ ㈱マスダ ㈱マスダ 

吉田工業㈱ ㈱りそな銀行平林支店 ㈱NS ボルテン ㈱イワサキ 

㈱太平洋製作所大阪事業部 ㈱三和 ㈲南川工業所 川口工業㈱ 

㈱エビス製袋所 フヨウプレカット㈱ 木津運送㈱ 吉田産業金属販売㈱ 

旭硝子㈱関西工場大阪事業所 ㈱第一鋼管商会 ㈱近貨中央総合配送センター (N)自立生活夢宙センター 

アサヒロジ㈱住之江支店 大阪故鉄㈱ ㈱ネオワン 三洋電機㈱エナジー社 

㈱乃村工藝社    

第 6 地区 ㈱三井住友銀行粉浜支店 ㈱イトマンスイミングスクール 住吉鋼管㈱ 

（医）景岳会南大阪病院 ㈱近畿大阪銀行住之江支店 西口印刷㈱ 岩岡印刷㈱ 

㈱斉藤鐵工所 五洋紙工所㈱ 真生印刷㈱ 吉川運輸㈱ 

 



関西電力㈱大阪南支店 ドミーアート㈱ 阪急鉄工㈱ セイコ製作所㈱ 

㈱山王 淀食品工業㈱ パール工業㈱ 木材開発㈱ 

(有)新城製作所 ㈱いかるが牛乳 斑鳩牛乳運送㈱ ユタカ運輸㈱ 

国際タクシー㈱ ㈱グルメ杵屋 松前昆布工業㈱ ㈱三菱東京UFJ銀行北畠支店

㈱イムラサンプル 大晃産業㈱ ㈱泉州銀行帝塚山支店 ㈱興和製作所 

日本文教出版㈱ 阪野織物㈱ (宗)住吉大社 （医）越宗会越宗整形外科病院

近藤医院 ㈱りそな銀行住吉支店 ㈱近畿大阪銀行住吉支店 ㈱ろうたりーぐるーぷ 

光世㈱ 田中土建㈱ ㈱三木塗装店 （医）錦秀会阪和病院

㈱りそな銀行我孫子支店 ㈱ダイビ （医）あびこ病院 三粧化研㈱ 

関西電力㈱大阪南電力所 オガタ護謨㈱ ㈱テイ・エム・プラント ㈱紀陽銀行住吉支店 

㈱三興ポンプ製作所 阪堺電気軌道㈱ 丸石工業㈱ ㈱伊藤園住之江支店 

社会保険労務士米山事務所 共和金属工業㈱ ㈱広島 ㈲ 橘 

㈱久本組 花谷建設㈱ ㈱テクノ南海 万代運輸㈱ 

㈱みずほ銀行住吉支店    

第 7 地区 大王加工紙工業㈱ ㈱前田安商店 岩井精工㈱ 

宮脇金網㈱ 四方工業㈱ ㈱キャットアイ 三和サーキット㈱大阪工場

㈱北村鉄工所 （医）淀井病院 ㈱奥田製作所 ㈱東研サーモテック 

㈱三井住友銀行美章園支店 ㈱近畿大阪銀行北田辺支店 新晃電機㈱ ㈱伊藤金属製作所 

瀧住電機工業㈱ ㈱大村屋 （医）慶元クリニック ㈱りそな銀行田辺支店 

㈱ サム ㈱大阪ジャッキ製作所 ㈱三菱東京 UFJ 銀行針中野支店 レスター工業㈱ 

成田工業㈱ いもと電気工事㈱ サラヤ㈱ クラウンタクシー㈱ 

トリガイ電機㈱ ㈱大市珍味 ㈱近畿大阪銀行矢田支店 ㈱日華商会 

㈱いわさき ㈱林ケース製作所 アイブラス金属㈱ 浅井硝子㈱ 

樋口金庫㈱ 三河屋製菓㈱ ㈱テイーデイーエス 福山通運㈱東住吉支店 

㈱サカエリズム楽器 高原自動車工業㈱ ㈱アックス ダイシン㈱ 

関西労務管理センター 加藤鋼材㈱   

第 8 地区 東果大阪㈱ 大阪市東部水産物卸協同組合 大阪東部冷蔵㈱ 

鳥居運送㈱ 丸玉給食㈱ （医）仁真会白鷺病院 小川精機㈱ 

㈱佳香園 関西電力㈱東住吉営業所 大阪シーリング印刷㈱大阪工場 中野電器㈱ 

日興製鑵㈱ ㈱山田硝子店 ㈱上吉製作所 日本金銭機械㈱ 

東洋紙業㈱平野工場 ㈱三井住友銀行平野支店 大阪市信用金庫平野支店 ㈱前川製作所 

㈱近畿大阪銀行平野支店 （医）緑風会病院 ㈱セイコーレンズサービスセンター ㈱山本金属製作所 

不二電機㈱ 旭食品㈱近畿支社 瀬田病院 ㈱北陸銀行平野支店 

㈱丸阪 ヤング産業㈱ ㈱りそな銀行平野支店 新南都交通㈱ 

㈱大和科学教材研究所 永和信用金庫喜連支店 ㈱紀陽銀行平野支店 （医）正和病院 

㈱タブチ ㈱松本製作所 松野工業㈱ 丸一金属工業㈱ 

 



東邦工業㈱ 竹原印刷紙工所㈱ ㈲トモエ ㈱瓦野 

㈱ネット 新運輸㈱ オカダ自動車工業㈱ ㈱有馬工業所 

㈱みずほ銀行平野支店 縄田製本㈱ 相原電機㈱ ㈱大栄製作所 

㈱中谷工作所 村田味噌㈱   

第 9 地区 エンジェルピック㈱平野工場 マイト工業㈱ 第一紙器工業㈱ 

林田保温工業㈱ ㈱東亜 大阪東信用金庫 大阪印刷インキ製造㈱ 

タイゼット工業㈱ 阪神プラスチック工業㈱ 加美電子工業㈱ ㈱共栄 

㈱きんでん中央支店中央電力営業所 ㈱きんでん東大阪営業所 寺崎電気産業㈱加美工場 双英印刷㈱ 

㈱トパック ㈱加美塗装工業所 丸一鋼管㈱大阪工場 カスガ工業㈱ 

アイコム㈱ オーエムジー㈱ （名）岡本溶接工作所 ㈱コオエイ 

㈱大阪トラック クマタ工業㈱ トーホー工業㈱ ㈱八代大阪工場 

日通商事㈱大阪支店加美 大共道路設備㈱ ㈱美章園製本所 新光設備工業㈱ 

㈱りそな銀行長吉支店 （医）長吉総合病院 ㈱満天社 ㈱近畿大阪銀行長吉支店 

㈱イムラ封筒平野事業所 三成鉄工㈱ 嘉亀鋼業㈱ 常盤ステンレス工業㈱ 

オリエンタル塗料工業㈱ ㈱加美工場 靖国紙料㈱ 三協化工㈱ 

平野アルミニューム工業㈱ 大阪印刷㈱ 大輝工業㈱ 富士バイメタル㈱ 

シャープアメニテイシステム㈱ シャープエンジニアリング㈱ シャープドキュメントシステム㈱ ㈱讃岐田製作所 

㈱中西硝子工芸社 上田鉄工㈱   

賛助会員 東急建設㈱大阪支店 ㈱関電 L&A ㈱エイチイーシーエンジニアリング 

JOINT エンジニアリング㈱ ㈱川上工業所 ㈱瀬田製作所 ㈱盛田工業所 

いまむら事務所 中谷運輸㈱ アタカ大機㈱ ヤマト工業㈱ 

㈱フｱミリーマート天王寺営業所    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 


