
有効期間：令和3年4月1日～令和4年3月31日

受付番号 商号又は名称 代表者又は受任者氏名 所在地

025001 湊米穀店 店長 湊　嘉秀 京都府船井郡京丹波町須知新町83

025002 （株）オカ 代表取締役 岡　雅之 京都府船井郡京丹波町須知狐塚6-12

025003 丹波モータース（株） 代表取締役 太田　克文 京都府船井郡京丹波町須知鍋倉４８番地

025004 （有）山崎設備工業 代表取締役 山﨑　剛 京都府船井郡京丹波町蒲生野口４３番地１

025005 昭和電機（株） 代表取締役 光枝　和之 京都府船井郡京丹波町本庄野畑１８番地１

025006 永澤工務店 代表者 永澤　友嘉 京都府船井郡京丹波町実勢小角１２番地

025007 （有）ハンドクラップ 代表取締役社長 岡本　均 京都府船井郡京丹波町蒲生古池２６－2

025008 (株)ハンドクラップ 代表取締役社長 岡本　千尋 京都府船井郡京丹波町蒲生古池27-1

025009 （株）太野興業 代表取締役 太野　勉 京都府船井郡京丹波町東又縄手１６番地

025010 (株)高木設備 代表取締役 高木　理 京都府船井郡京丹波町中台イヤ谷１番地１

025011 （有）野村自動車工業 代表取締役 野村　司 京都府船井郡京丹波町本庄島崎6番地3

025012 田端輪業 事業主 田端　敏彦 京都府船井郡京丹波町蒲生堂ノ上41-4

025013 （株）マルゼン 代表取締役 森　隆 京都府船井郡京丹波町須知天神４１－１

025014 （株）猪田テクノス 代表取締役 猪田　浩三 京都府船井郡京丹波町蒲生古池２１－１

025015 西山電気設備工事 事業主 西山　秀樹 京都府船井郡京丹波町下大久保久保地61

025016 （株）光電社 代表取締役 林　淳 京都府船井郡京丹波町蒲生梅ノ木1

025017 (有)西村テレビ商会 代表取締役 西村正義　　 京都府船井郡京丹波町橋爪桧山35番地６

025018 堀モータース 代表 堀　昌夫 京都府船井郡京丹波町本庄木下２０-1

025019 つぼみ書店 店主 片山　充 京都府船井郡京丹波町須知新町31番地

025020 瑞穂印刷所 代表 村井俊夫 京都府船井郡京丹波町橋爪桧山33-2

025021 (株)谷口萬年堂 代表取締役 谷口　友幸 京都府船井郡京丹波町須知藤ノ森15

025022 桧山自動車工業 事業主 北村　和博   京都府船井郡京丹波町和田安階61番地1

025023 上田保寿堂 事業主 上田　雄義 京都府船井郡京丹波町大朴口塩谷1番地

025024 （株）京光石油 代表取締役 森　總治 京都府船井郡京丹波町蒲生伏拝1２番地５

025025 徳岡商会（株） 代表取締役 徳岡隆裕 京都府船井郡京丹波町新水戸二反田２４番地

025026 （有）あさひ堂 代表取締役 髙畑富紀子 京都府船井郡京丹波町橋爪桧山61番地

025027 岩崎三紘堂 代表 岩崎　俊寿 京都府船井郡京丹波町須知本町４３

025028 (有）平井モータース 代表取締役 平井　法夫 京都府船井郡京丹波町須知居屋ノ下8番地1 

025029 藤田電気設備管理事務所 代表者 藤田　廣之 京都府船井郡京丹波町西河内東２３

025030 （有）村山モータース 代表取締役 村山　明 京都府船井郡京丹波町和田大下6番地２

025031 京丹波森林組合 代表理事組合長 樋口　義昭 京都府船井郡京丹波町本庄木下９番地

025032 （株）津田商会 代表取締役 津田　政浩 京都府船井郡京丹波町本庄小田中4番地1

025033 （有）竹村自動車工業所 代表取締役 竹村　嘉仁 京都府船井郡京丹波町橋爪檜山４

026001 （株）京都環境保全公社 代表取締役 鍋谷　剛 京都府京都市伏見区横大路千両松町126番地

026002 都市クリエイト（株） 京都支店 支店長 高尾　昌城 京都府京都市伏見区竹田中川原町357番地

026003 （有）ＯＭＫ 代表取締役 岡崎　芳郎 大阪府大阪市中央区南船場１－１７－１１ 上野ＢＲビル

026004 （一社）日本家族計画協会 理事長 北村　邦夫 東京都新宿区市谷田町１－１０ 保健会館新館

026005 （株）日本選挙センター 代表取締役 中村　公英 東京都千代田区神田神保町１－３４

026006 （株）宣通 代表取締役 津田　郁夫 愛知県名古屋市東区東桜二丁目16番27号

026007 （株）タケミ・コーポレーション 代表取締役 廣瀨　丈巳 大阪府堺市西区山田二丁１９１番地１

026008 （株）アルティアセントラル 代表取締役 大石　宇多野 愛知県名古屋市中区栄一丁目２９番２９号

026009 （株）タナカ関西ディスプレイ 代表取締役 田中　司郎 大阪府東大阪市川田3-3-27

026010 シャープマーケティングジャパン（株） 常務取締役 山﨑　公人 大阪府大阪市平野区加美南３丁目８番２５号

026011 （株）議事録発行センター 代表取締役 友野　泰志 岡山県岡山市北区高柳西町１番２３号

026012 （株）会議録センター 代表取締役 加藤　信也 埼玉県鴻巣市鎌塚一丁目４番１２号

026013 （株）ニック 代表取締役 松浦　豊喜 福岡県大野城市川久保三丁目１番２３号

026014 東京法令出版（株） 代表取締役 星沢　卓也 長野県長野市南千歳町１００５番地
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026015 （株）石丸浄水センター 代表取締役 石丸　雄之助 京都府福知山市三和町千束６３９

026016 （株）アクアテック　 代表取締役 三穂　恭規 京都府福知山市字西７番地の１

026017 （株）明電エンジニアリング 関西支社 取締役支社長 渡部　範彦 兵庫県尼崎市西長洲町１丁目１番１号

026018 （株）システム環境研究所 大阪事務所 所長 西澤　隆行 大阪府吹田市広芝町5番4号

026019 日本無線（株） 関西支社 支社長 加藤　和広 大阪府大阪市北区梅田三丁目４番５号

026020 笠浪（株） 代表取締役 笠浪　良彦 京都府南丹市八木町八木杉ノ前46番地1

026021 （有）中京交通 代表取締役 野中　好 京都府南丹市園部町城南町クゴ9番地

026022 クアナ技研（株） 代表取締役 新井節雄 京都市中京区西ノ京東中合町２８番地

026023 （株）システムエンジニアリングサービス 代表取締役 堀　道子 京都府宇治市莵道田中３４番地の５

026024 （株）トクナガ 代表取締役 徳永　一幸 京都府京都市北区紫野西蓮台野町72番地　イトトミビル 1F

026025 （有）藤原総合不動産鑑定 代表取締役 藤原　陽 京都市西京区上桂森下町１番地の１７１

026026 コクヨ山陽四国販売（株） 北近畿営業所 統括責任者 伊賀　敏幸 兵庫県豊岡市寿町９番５号 豊岡スカイホテル１階

026027 （株）スタジオ三十三 代表取締役 井上　喜代志 京都府京都市伏見区竹田松林町１１番地

026028 アシスト（株） 代表取締役　 西村　竹松 愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目１３１０番地

026029 大東産業（株） 大阪支店 支店長 森　幹彦 大阪府東大阪市吉原１丁７番１７号

026030 ハーベストネクスト（株） 代表取締役 脇本　実　 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町２－１２０

026031 （株）増田医科器械 代表取締役 戸島　耕二 京都市伏見区竹田藁屋町50番地

026032 新日本法規出版（株） 代表取締役社長 星　謙一郎 名古屋市中区栄１丁目23番20号

026033 横河ソリューションサービス（株） 関西支社 支社長 溝渕　毅 大阪府大阪市北区梅田二丁目４番９号

026034 日本オーチス・エレベータ（株） 京都支店 支店長 竹内　淳郎 京都市下京区四条通東洞院東入ル立売西町６０番地

026035 岡山電設（株） 代表取締役 岡山　秀行 京都府綾部市里町大坂３３番地の２

026036 東芝インフラシステムズ（株） 関西支社 関西支社統括責任者 小笠原　安成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞大阪府大阪市北区角田町8番1号

026037 東映（株） 教育映像部　関西営業推進室 室長 大東　駒吉 大阪府大阪市北区梅田１丁目１２番６号

026038 大和不動産鑑定（株） 京都支社 京都支社長 小村　直之 京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町６０番地 日本生命四条ビル

026039 （株）ケーエスケー 福知山支店 支店長 石原　実 京都府福知山市東羽合町123

026040 （株）サンリーク 代表取締役 小東　雅彦 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目19番23号

026041 （株）日本レップス 関西営業所 所長 岡崎　到 大阪府門真市新橋町１２番１８号 三松マンション５０５号

026042 （株）エイテック 京都営業所 所長　 吉　本　　智　彦 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町121

026043 高石機械産業（株） 代表取締役 村松　健一 京都府京都市中京区壬生森前町六番地

026044 （株）ケイズ 代表取締役 熊井　隆裕 京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４７４番地 日宝御池ビル３階

026045 （株）ＴＳエンジニアリング 代表取締役 隠岐　徹 京都市右京区西京極大門町24番地1

026046 （株）中西製作所 京都営業所 所長 堀田　敦志 京都府京都市伏見区竹田田中宮町15番地

026047 日進浄化槽センター（株） 代表取締役 高岡　義晴 京都府亀岡市安町大池11番地

026048 （株）ダスキンクラウン 代表取締役 加藤　晋吾 京都府福知山市問屋町20－8

026049 （株）西日本エスエスシー 代表取締役 加藤　晋吾 京都府福知山市問屋町20－8

026050 富士産業（株） 京滋支店 支店長 上嶋　祐介 京都府京都市伏見区竹田西桶ノ井町３９番地

026051 ハクゾウメディカル（株） 代表取締役 中村　保仁 大阪府大阪市中央区本町橋３番６号

026052 （株）水処理管理センター 代表取締役 川﨑　肇 大阪府大阪市北区南森町１丁目４番１０号

026053 石田化学工業（株） 代表取締役 石田　勉 京都市南区吉祥院落合町20番地

026054 理水化学(株） 大阪支店 支店長 木澤　太郎 大阪府大阪市北区南森町１丁目４番１０号 理水ビル４階

026055 (株)城南工建 代表取締役 古瀬　善啓 京都府城陽市中芦原２７番地の１

026056 三菱電機（株） 京滋支店 支店長 西村 拓磨 京都市下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町608-9

026057 扶桑電通（株） 京都営業所 所長 寺西　達 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

026058 カメビ（株） 代表取締役 亀山　威 京都府京都市南区唐橋門脇町3番地

026059 (株）タカダ 京都営業所 所長 尾山　浩司 京都市中京区麩屋町通丸太町下ル舟屋町４２４番地

026060 鎌長製衡（株） 大阪支店 支店長 寺井　公一 大阪府吹田市広芝町１０番２８号 オーク江坂ビル

026061 (株)　関西計画技術研究所 代表取締役 上野　泉 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番26号
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026062 (株)　関西計画技術研究所 代表取締役 上野　泉 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番26号

026063 渡邊崇彦不動産鑑定士事務所 代表 渡邊　崇彦 京都府舞鶴市桃山町4番地2 ウィズビル3階

026064 （株）上智 京都支店 支店長 神島　和也 京都府亀岡市千代川町高野林北ン田１番地１３

026065 （株）日本インシーク 京都営業所 所長 前岡　朗 京都市下京区五条通大宮南門前町480番

026066 ビーム計画設計（株） 代表取締役 久保　正美 岐阜県岐阜市加納栄町通七丁目３０番地

026067 NTT-ATエムタック（株） 代表取締役社長 深澤　友雄 東京都新宿区新宿二丁目13番12号

026068 大栄環境（株） 代表取締役 金子　文雄 大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番28号

026069 大阪ガスセキュリティサービス(株) 代表取締役社長 米田　吉克 大阪市淀川区十三本町３丁目６番３５号

026070 （株）ソラスト 北近畿支社 支社長 岡嶋　繁信 京都府福知山市篠尾新町1-77-2 ＫＯＷＡビル2階

026071 三重中央開発（株） 代表取締役 金子　文雄 三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地

026072 光工業（株） 代表取締役 喜多川　光世 京都府京都市伏見区竹田中島町５番地

026073 東芝エレベータ（株） 関西支社 常務支社長 小林　薫　 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番地43

026074 上林鑿泉工業（株） 代表取締役 上林　正幸 京都府京都市伏見区下鳥羽東柳長町27番地

026075 （株）五星 関西支社 支社長 藤村　俊幸 大阪府大阪市東成区中道３丁目１７番１２号

026076 ニッソー鑑定京都（株） 代表取締役 横野　浩一 京都府京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町４３６　興和セントラルビル3階

026077 （株）インテリアホソイ 代表取締役 細井　和博 京都市右京区太秦小手角町２０番地の７０

026078 （株）ＵＲリンケージ 西日本支社京都営業所 所長 中山　貴司 京都府京都市南区東九条南松ノ木町1-1-1-205

026079 神鋼環境メンテナンス（株） 代表取締役 山上　惠造 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号

026080 （株）オプテージ 代表取締役社長 荒木　誠 大阪府大阪市中央区城見２丁目１番５号

026081 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 関西社 社長 佐野　克也 大阪府大阪市淀川区宮原一丁目２番３３号

026082 (株）ジャパンインターナショナル総合研究所 代表取締役 藤原　壮督 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

026083 （株）エフウォーターマネジメント 京都事務所 所長 中田　秀明 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

026084 （株）ユニワーク 代表取締役 細見　健介 京都府福知山市土師新町３丁目１１番地

026085 （株）地域未来研究所 京都営業所 所長 小野田　敦 京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４２６ 新町錦ビル７階

026086 （株）洛南エンジニアリング 代表取締役 堀　誠典　　　　 京都府宇治市莵道田中３４番地の５

026087 吉田体機工業（株） 代表取締役 吉田　正樹 大阪府大阪市阿倍野区松虫通３丁目８番４号

026088 トミタ環境(株) 代表取締役 城山　　恵二 京都府宮津市字吉原2597番地

026089 （株）管総研 代表取締役社長 三好　秀幸 兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号

026090 （株）久保塗板製作所 代表取締役  久保　洋史 京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町３２番地

026091 日進設備工業（株） 代表取締役 岡﨑　敏子 高知県高知市百石町四丁目11番6号

026092 （株） ぎじろくセンター 代表取締役 白井　義美 山口県宇部市大字西岐波1540番地の12

026093 日化メンテナンス（株） 京都営業所 所長 中元　利弘 京都府宇治市槇島町十一　96-3

026094 （株）IEM 大阪支店 取締役支店長 宮上　一幸 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

026095 八光興業（株） 代表取締役 鈴木　竜二 大阪府南河内郡太子町大字山田1116番地の36

026096 長瀬ランダウア（株） 代表取締役社長 的場　洋明 茨城県つくば市諏訪Ｃ２２街区１

026097 パシフィックコンサルタンツ（株） 京都事務所 所長 橘高　崇治 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町646

026098 (公社）京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会 理事長 南　育雄　　　 京都府京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町４３９番地「

026099 （株）ニッコク 関西支店 支店長 吉田　幸司 和歌山県岩出市岡田988番地の1

026100 （株）モリタ 関西支店 支店長 土居　典生 兵庫県三田市テクノパーク2番地の3

026101 大山産業（株） 代表取締役 大山　青龍 京都府綾部市大島町柳3番地

026102 （有）平井式ポンプ工業 代表取締役 宮前　憲次 京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1-104

026103 （株）協和エクシオ 関西支店 取締役専務執行役員支店長 戸谷　典嗣 大阪市中央区内本町二丁目２番１０号

026104 東邦電気工業（株） 代表取締役 伊達　正俊 京都府京都市下京区中堂寺坊城町２８番地の１

026105 アトラス情報サービス（株） 代表取締役 八瀬　誠 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号

026106 日本機械工業(株) 大阪営業所 所長 小椋　敏行 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目2番13号 セントラルビル9階

026107 中川薬品（株） 取締役社長 中川　幸紀 京都府福知山市中ノ５２番地

026108 （株）ブレインサービス 代表取締役 桑原　昌次 大阪府大阪市西区阿波座２丁目４番２３号
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026109 （株）テレワーク 代表取締役 八瀬　誠 大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番６号

026110 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 京滋支店 支店長 磯野　文明 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8

026111 （一社）京都微生物研究所 理事長 大藪　正樹 京都市山科区川田御出町３番地の４

026112 メタウォーター（株） 関西営業部 部長 田沼　剛 大阪府大阪市北区小松原町２番４号 大阪富国生命ビル

026113 （有）カナオカ 代表取締役 　金岡　一美　　　　　 　京都府京都市南区上鳥羽馬廻28番地

026114 （株）松本コンサルタント 紀和支店 支店長 松本　光男 和歌山県岩出市岡田716番地3

026115 （株）関西総合鑑定所 代表取締役 細見　幸司 京都市中京区烏丸通竹屋町下ル少将井町230番1

026116 （株）グリーンエコ 代表取締役 岡村　雅明 大阪府大阪市中央区南船場１－１７－１１ 上野ＢＲビル

026117 愛知時計電機（株） 大阪支店 執行役員支店長 中水　準二 大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目２２番５号

026118 メタウォーターサービス（株） 事業推進本部　西日本営業部 部長 鬼頭　伸郎 大阪市北区小松原町２番４号　 大阪富国生命ビル

026119 （株）プチスポーツ 代表取締役 前谷　修 京都府京都市上京区一条通御前通西入大東町９９

026120 （株）公園マネジメント研究所 代表取締役　 小野　隆 大阪市中央区谷町2丁目2番22号

026121 （株）図書館流通センター 代表取締役 細川　博史 東京都文京区大塚三丁目1番１号

026122 水中エンジニアリング（株） 代表取締役 白石　光夫 大阪府豊中市東寺内町17-7-401

026123 （有）コテラ企画 代表取締役 小　寺　良　秀 京都府南丹市園部町仁江殿垣内２２

026124 浅野アタカ(株) 大阪支店 支店長 田口　公重 大阪府大阪市此花区西九条五丁目３番２８号

026125 新日本管検工業（有） 取締役 渡海　優 兵庫県伊丹市南本町７－１－１－６０６

026126 藤井不動産鑑定（株） 代表取締役 藤井忠夫 京都府福知山市東羽合町６８番地の２

026127 (株)北陸近畿クボタ 南丹営業所 所長 浅田　伸弥 京都府南丹市八木町室河原北河原18番地

026128 （株）三笑堂 代表取締役 上田　勝康　　 京都市南区上鳥羽大物町68番地

026129 （株）ケーケーシー情報システム 代表取締役社長 松下　直弘 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

026130 横手産業（株） 代表取締役 横手　政英 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目２番２１号

026131 東京センチュリー（株） 代表取締役 浅田　俊一 東京都千代田区神田練塀町3番地

026132 （株）ベネッセコーポレーション 営業本部 本部長 吉野　隆弘 岡山県岡山市北区南方三丁目7番１７号

026133 （株）ライズファクトリー 代表取締役 戸田　その子 東京都千代田区飯田橋2-1-4　日東九段ビル6F

026134 （株）リンクジャパンキャリア 代表取締役 木通　浩之 東京都中央区銀座六丁目10番1号 GINZASIX

026135 テックス・カンポ（株） 代表取締役 後藤　宜志 京都府京都市伏見区羽束師古川町243番地

026136 NTTファイナンス（株） 京都支店 京都支店長 長沼　智之 京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番1

026137 （株）京都イングス 京都中部営業所 所長 猪狩　博 京都府南丹市園部町美園町６－１０ ＡＧＲＥＥビル１Ｆ　Ｎ号

026138 （有）ヨシカワ商事 代表取締役 吉川　静雄 滋賀県大津市黒津3－13－４７

026139 富士フイルムメディカル（株） 関西支社 支社長 古 江　幸 三 大阪府大阪市港区弁天1丁目2番1号

026140 （株）カンポ 代表取締役 横山　秀昭 京都府京都市伏見区羽束師古川町233番地

026141 （株）かんこう 京都支店 支店長 所　義和 京都府京田辺市河原食田１０番地９ 大塚ビル

026142 富士通（株） 京都支社 支社長 尾﨑　雄一郎 京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町１

026143 日本コムテック（株） 東京支店 支配人 関山　学 東京都千代田区内神田２丁目１２番１２号 北川ビル

026144 （株）ゼンリン 京都営業所 所長 川﨑晴信 京都市中京区壬生賀陽御所町３－１京都幸ビル４Ｆ

026145 （株）　京信システムサービス 代表取締役社長 松井　哲二　　　　　　　　　　　　 京都市中京区二条通烏丸東入仁王門町５番地

026146 日吉電機（株） 代表取締役 吉田　徹平 京都府福知山市字堀１９７１番地の２

026147 （株）ナガワ 京都営業所 所長 森田　寛昌 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４Ｆ

026148 （株）松村電機製作所 関西支店 支店長 冨山　博司 大阪府大阪市北区天満2-12-16

026149 オリエントハウス（株） 代表取締役 川畑　廣登 京都府京都市中京区西ノ京東中合町４２番地

026150 南丹清掃（株） 代表取締役 山本 新次郎 京都府亀岡市荒塚町２－１４－１０

026151 朝日航洋（株） 西日本空情支社 支社長 田中　一馬 大阪府吹田市垂水町3丁目35番31号

026152 （株）ジオテクノ関西 大阪営業所 所長 田淵　文雄 大阪市北区天満橋１－８－３０　 OAPタワー２９F

026153 （株）ＧＥＯソリューションズ 代表取締役 藤井　達司 兵庫県西宮市津門大箇町２番２３号

026154 富士通リース（株） 京都支店 支店長　 豊田　彰久 京都府京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1番地

026155 京都植野商会 代表 髙橋　裕佳子 京都府京都市山科区四ノ宮泓１５－４
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026156 （株）浄美社 代表取締役 滋野　好史 京都府京都市右京区太秦川所町7番地100

026157 京都日野自動車（株） あやべ支店 支店長 森田　博典 京都府綾部市下八田町中溝３番地１

026158 ヴェオリア・ジェネッツ（株） 関西支店 支店長 篠原　信成 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目9番12号 空研ビル

026159 シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 近畿支店 支店長 大村　暎貴 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

026160 （株）地域社会研究所 代表取締役社長 大橋　浩 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

026161 ピツニーボウズジャパン（株） 大阪支店 支店長 森田　賢仁 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3-13　 大阪国際ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ14階

026162 関西レコードマネジメント（株） 代表取締役 岡本　有　　　　　　　　　　　　　　　　 大阪市北区堂島浜１丁目４番４号 アクア堂島東館１８階

026163 小池産業（株） 代表取締役 小池 優季史 大阪府大阪市中央区平野町１丁目８番７号 小池ビル

026164 （株）ダイカン 代表取締役 吉村　太郎 大阪府大阪市鶴見区焼野３丁目２番７９号

026165 (株)ジャクエツ 京都店 店長 伊本　泰典 京都府右京区西院東中水町２

026166 （株）ＮＣＰサプライ 福知山支店 支店長 高橋俊之 京都府福知山市篠尾新町４丁目６８番地

026167 （株）アール・シー・エス 代表取締役 吉岡　邦男 香川県高松市錦町二丁目２番１７号

026168 ケイコン（株） 代表取締役社長 荒川　崇 京都市伏見区淀本町２２５

026169 国際航業（株） 京都支店 支店長 金岡　徳史 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

026170 東山管理センター（株） 代表取締役 山本　孝司 京都府京都市山科区西野山欠ノ上町６０番地の１

026171 （株）神鋼環境ソリューション 大阪支社 支社長 今中　照雄 大阪府大阪市中央区備後町４丁目１番３号 (御堂筋三井ビル)

026172 （株）富士通ゼネラル 近畿情報通信ネットワーク営業部 部長 西浦　靖暁 大阪府松原市西野々2丁目1番45号

026173 西菱電機（株） 大阪支社 支社長 川端　真史 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号

026174 （株）善興社 代表取締役 川北　孝 東京都江東区亀戸四丁目11番9号　 AHAVAビル7階

026175 （株）両備システムズ 代表取締役 松田　敏之 岡山県岡山市南区豊成二丁目７番１６号

026176 （株）大京 代表取締役 坂本　敬一 京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町１０４番地の１

026177 GEヘルスケア・ジャパン(株) 京滋支店 支店長 山岸　賛 　京都府京都市伏見区竹田段川原町236　竹田駅前第一ビル

026178 （株）東テスティパル 代表取締役 藤井　俊成 大阪府門真市殿島町６番１号

026179 京阪京都交通（株） 代表取締役社長 阪本和宏 京都府亀岡市篠町篠向谷10番

026180 （株）メディコムエイド 京都支店 支店長 吉田　智光 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町４６番地

026181 中丹防災 代表 出野　則雄 京都府綾部市上延町下雑面18-1

026182 （株）水管理企画 代表取締役 秋山  豊  兵庫県 朝来市 和田山町 法興寺 １６２

026183 （株）ウォーターエージェンシー 大阪営業所 営業所長 深水　正孝 大阪府吹田市広芝町１０番２８号

026184 （株）日本開発研究所三重 代表取締役 庄司　勇木 三重県津市広明町121-2 リジョンビル

026185 （株）大阪水道総合サービス 代表取締役 山野　一弥 大阪府大阪市阿倍野区旭町一丁目２番７号

026186 （株） ウェザーニューズ 代表取締役 草開　千仁 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地 幕張テクノガーデン

026187 （株）北星社 福知山支店 支店長 早川　薫 京都府福知山市昭和町91番地

026188 （株）現代けんこう出版 代表取締役 砂田　昌彦 　　 東京都墨田区両国一丁目１２番８号 両国ミハマビル５０２

026189 ＮＤネットサービス（有） 代表取締役 鈴木　宏隆 大阪府堺市堺区神南辺町二丁90番地5

026190 管清工業（株） 京滋営業所 所長 小原　秀之 京都府城陽市長池北清水１１２番２号１０２

026191 中央復建コンサルタンツ（株） 京都営業所 所長 脇　慎一 京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595の3　大同生命京都ビル

026192 (株)建設技術研究所 京都事務所 所長 木下　英哉 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680

026193 ランドブレイン（株） 大阪事務所 所長 山北　知 大阪府大阪市西区西本町１丁目３番１５号 大阪建大ビル

026194 足立建機（株） 代表取締役 足立　篤弘 京都府福知山市字荒河小字声田和12番地の43

026195 （株）関西空調 代表取締役 杉本 誠 京都府京都市右京区梅津堤下町７番地

026196 （株）ミヤゲン 代表取締役 宮元　武利 福井県敦賀市山泉７号１５番地３

026197 富士ゼロックスシステムサービス（株） 公共事業本部　関西支店 支店長 足立　孝之 大阪府大阪市西区土佐堀2丁目2番17号

026198 ミナモト通信（株） 関西支社 支社長 服部　敦司 大阪府東大阪市長田３丁目４番１１号

026199 ソリマチ（株） 代表取締役 反町　秀樹          新潟県長岡市表町１丁目４番地２４

026200 （株）フューチャーイン 関西支店 支店長 鈴木　淳 兵庫県神戸市中央区京町74　京町74番ビル９Ｆ

026201 （有）キッズいわき 代表取締役 岩城　敏之 京都府宇治市宇治妙楽３１

026202 十倉計治郎商店 代表 十倉健吉 京都府南丹市園部町新町37
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026203 ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 京都営業所長 近藤　晃司　 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８

026204 （株）石川コンピュータ・センター 大阪支店 支店長 大石　裕之 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

026205 （一社）システム科学研究所 専務理事 浅井　加寿彦 京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４２８番地 新町アイエスビル

026206 税理士法人　広瀬 代表社員 廣瀬　裕 京都府京都市中京区両替町通押小路上る金吹町465番地

026207 （株）石坪 代表取締役 竹中　悠　　　　　　　　　　　　　　 京都府福知山市篠尾新町２丁目８８番地

026208 加瀬澤不動産鑑定 代表 加瀬澤　史人 京都府京都市西京区上桂北村町２９６番

026209 島津メディカルシステムズ（株） 京都北出張所 所長 福地 都茂 京都府舞鶴市上安久 第２多田ビル１階

026210 フクダ電子京滋販売(株) 代表取締役 三村　徹 京都府京都市南区上鳥羽大物町15番地

026211 京都税理士法人 代表社員 江後　良平 京都府京都市南区吉祥院九条町３０番地１　江後経営ビル

026212 （株）長大 大阪支社 支社長 小川　二郎 大阪府大阪市西区新町２丁目２０番６号

026213 （株）ＨＹＳエンジニアリングサービス 関西支店 支店長 佐藤　実 大阪府大阪市中央区城見2-2-22

026214 全京都建設協同組合 代表理事 田中　守 京都府京都市西京区樫原盆山１３－１

026215 日本電気（株） 京都支社長 前田　英彦 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

026216 （株）影近メンテ 代表取締役 影近　寛 京都府京都市左京区北白川西町８３番地

026217 世界産業（株） 代表取締役 榎並　巧二 大阪府泉佐野市南中樫井473番地の1

026218 （株）谷尾 代表取締役 谷尾　剛 大阪府豊能郡能勢町宿野１０８１－１

026219 （株）名豊 代表取締役 　小池　武史 名古屋市中区松原二丁目２番３３号

026220 （株）オーイーシー 代表取締役社長 加藤　健 大分県大分市東春日町１７番５７号

026221 ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート（株） 代表取締役 山岸　高広 東京都大田区山王一丁目3番5号

026222 （株）モリタ 京都支店 支店長 西村　年史 京都市中京区麩屋町通三条下ル白壁町４３２

026223 京都電子計算（株） 代表取締役社長 山本　忠道 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町260

026224 日本電子計算（株） 大阪支店 大阪支店長　　 一井　生也 大阪府大阪市淀川区西中島二丁目１２番１１号

026225 （株）ムサシ 大阪支店 取締役支店長 小林　佳典 大阪府東大阪市長田中3丁目6番1号

026226 大和電設工業（株） 代表取締役 栩谷　晴雄 京都府京都市南区吉祥院池ノ内町８３番地

026227 （株）昭和リーブス 京都支店 支店長 塔下　敦雄 京都府南丹市八木町八木野條１７－２

026228 石黒メディカルシステム（株） 代表取締役社長 森下　陽治 京都府京都市伏見区竹田中川原町381番地

026229 トーテックアメニティ（株） 京滋事業所 所長 大橋　卓也 滋賀県草津市渋川1-2-15 くさつビル3F

026230 （株）リクルートライフスタイル 代表取締役社長 淺野　健　　　　　　　　　　　　　　　 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号

026231 （株）別田 福知山営業所 所長 中村　正紀 京都府福知山市かしの木台１丁目３９－１１

026232 （株）Ｋｉｓｔ 代表取締役 白井　幸夫 京都府京都市伏見区横大路一本木19番地

026233 （株）オシマ 代表取締役 尾嶋　伸介 兵庫県豊岡市上佐野１４１０－３

026234 吉田機電（株） 大阪支店 代表取締役 吉田　武人 大阪府大阪市東成区東小橋１丁目１５番１９号

026235 (株)総合計画機構 代表取締役 水上　貴之 大阪市中央区谷町２丁目２番２２号　ＮＳビル６Ｆ

026236 （株）ナカノ 企画推進室　岡山営業所 所長　 石井　幸治 岡山県倉敷市中島234番地10

026237 ＳＢＳロジコム（株） 代表取締役 鎌田　正彦 東京都墨田区太平四丁目１番３号

026238 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株） 代表取締役 神代　顕彰 東京都港区芝浦一丁目２番３号

026239 （株）ＮＪＳ 京都出張所 所長 伊藤　泰二 京都府宮津市文珠１７９－１

026240 安田（株） 京都支店 支店長 大橋　宣雄 京都府京都市南区久世中久世町3丁目88番地の1

026241 サカエ産業（株） 代表取締役 張本　章朗 京都府亀岡市大井町南金岐重見７０番地

026242 （株）京都衛生開発公社 代表取締役 髙橋　信吾　 京都府向日市森本町高田３１番地

026243 （株）五輪 代表取締役 宮本　幸司朗 富山県富山市奥田新町１２－３

026244 （株）サイバーリンクス 海南支店 支店長 青石　達男 和歌山県海南市南赤坂7番地1

026245 （株）三字屋楽器店 代表取締役 小林　喜拓 京都府福知山市字内記５１番地

026246 日立キャピタル（株） 執行役　 安栄　香純 東京都港区西新橋一丁目３番１号

026247 （株）大和速記情報センター 関西営業所 関西営業所長 菊池 修一 大阪市中央区道修町1-7-1

026248 （株）ＫＢＳ 京都営業所 所長 寺嶋　伊代子 京都府木津川市相楽城西７１番地１－２２５

026249 平岡旗製造（株） 代表取締役 平岡　昌高 京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町１８番地
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026250 サンテクノサービス（株） 代表取締役 福地　京子 大阪市北区南森町２丁目４－３２

026251 （株）スズケン 北京都支店 支店長 松嶺　政成 福知山市字堀2100-4

026252 神戸綜合速記（株） 代表取締役 藤岡　亮介 兵庫県神戸市中央区北長狭通四丁目３番８号

026253 エヌエス環境（株） 西日本支社 支社長 髙橋　幾郎 大阪府吹田市垂水町2-36-27

026254 京都府森林組合連合会 代表理事会長 青合　幹夫 京都市中京区西ノ京樋ノ口町１２３番地

026255 （株）ほくつう 関西支店 支店長 和田　直己 滋賀県大津市瀬田六丁目3番19号

026256 （株）ＧＳユアサ 京都営業所 所長 北口　豊　 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地

026257 明和工業（株） 関西営業所 所長 山本　利樹 大阪府茨木市東奈良２丁目１６番１０号

026258  シンレキ工業（株） 関西事業所 所長 茂呂　康輝 　奈良県奈良市針ヶ別所町１４７－１

026259 田中電気（株） 西日本支店 支店長 小村　光次 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

026260 （株）アイ・ユー・ケイ イン・エックス本部 本部長 日下　剛 東京都文京区西片一丁目１７番８号　ＫＳビル６階

026261 （株）アイホー 京都営業所 所長 岡田　和紀 京都市南区上鳥羽藁田２６－１

026262 富士ゼロックス京都（株） 京都営業部長 西竹　浩 京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85番地1

026263 NTTビジネスソリューションズ（株） 関西支店 取締役関西支店長 中森　雅之 大阪府大阪市西区阿波座二丁目1番11号

026264 （株）データホライゾン 代表取締役 内海　良夫 広島県広島市西区草津新町一丁目２１番３５号 広島ミクシス・ビル

026265 （株）アクセス 京都営業所 所長 西川　誉英 京都府木津川市木津瓦谷18番地8

026266 （株）松阪電子計算センター 代表取締役 熊﨑　孝 三重県松阪市石津町字地蔵裏353番地１

026267 （株）サンワコン 京都支店 支店長 小田　豊和 京都府福知山市字厚9番地

026268 （有）福商リサイクル 代表取締役 平尾　道哉 大阪府八尾市西高安町５丁目３２‐４

026269 （株）アクアテック 関西営業所 所長 竹本　孝 兵庫県西宮市南昭和町７－２８－１０３

026270 写測エンジニアリング（株） 京都営業所 所長 大丸　洋一 京都府京都市伏見区瀬戸物町７３２－３０１

026271 関西日立（株） 代表取締役 橋詰　秀彦 大阪府大阪市西区土佐堀１丁目３番７号 肥後橋シミズビル４階

026272 朝日電気工業（株） 滋賀営業所 所長 北村　祐喜　 滋賀県長浜市宮司町７６番地７

026273 大成機工（株） 代表取締役社長 鈴木　仁 大阪府大阪市北区梅田１－１－３－２７００

026274 NECネクサソリューションズ（株） 関西支社 関西支社長 藤井　明 大阪府大阪市中央区城見一丁目４番２４号

026275 （株）ＮＴＴフィールドテクノ 関西支店 取締役関西支店長 越智 靖之 大阪府大阪市都島区東野田町四丁目１５番８２号

026276 篠田（株） 京都事務所 事務所長 武谷　歩 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

026277 （株）会議録研究所　 代表取締役　 妹尾　潤 東京都新宿区市谷八幡町１６番

026278 ソイル工業（株） 代表取締役 安土　又也 大阪府大阪市淀川区宮原２‐１‐１７

026279 フジ地中情報（株） 大阪支店 支店長 関野　雄一 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目９番１２号

026280 （株）光楽堂 代表取締役 関　雅夫 京都府京都市左京区北白川西町８２

026281 セコム（株） 代表取締役社長 尾関　一郎 東京都渋谷区神宮前1-5-1

026282 （株）西日本水道センター 大阪支店 支店長 井上　啓 大阪府大阪市淀川区宮原２－１０－９

026283 扶餘建設工業（株） 代表取締役 金山　政寿 京都府京都市右京区西京極橋詰町18番地

026284 （株）共立メンテナンス PKP事業本部　関西支店 関西支店長 細川　茂生 大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番28号 住友ビル2号館7階

026285 綜合警備保障（株） 京都支社 支社長 三浦　学 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

026286 (一社)京都公共嘱託登記司法書士協会 理事長 笠尾　寛 京都市中京区柳馬場通夷川上る五丁目２３２番地の１

026287 キステム（株） 京都支社 支社長 藤沢　敏孝 京都府京都市下京区烏丸通松原上ル東側

026288 日本光電工業（株） 関西支社 支社長 熊倉　昌彦 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

026289 大興制服（株） 代表取締役 今崎　功 大阪府大阪市住吉区千躰２丁目７番２５号

026290 （株）テスコム 大阪営業所 所長　 田平　俊彦 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目3番24号

026291 東洋メンテナス（株） 代表取締役社長 奥野　保幸 大阪府東大阪市本庄西１丁目１０番２４号

026292 （株）地域計画建築研究所 代表取締役 森脇　宏 京都府京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町82

026293 応用地質（株） 京滋営業所 営業所長 多田　成伸 滋賀県大津市京町4丁目4番23号

026294 橋本技術（株） 京都営業所 所長 町田　輝次 京都府京都市伏見区竹田真幡木町５３

026295 ＯＥＳアクアフオーコ（株） 代表取締役 鈴木　寛 兵庫県豊岡市神美台１５７－７６

026296 沖電気工業(株) 京都支店 支店長 木　下　　浩　二　 京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577番地2 太陽生命御池ビル
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026297 （株）コートテック 代表取締役 上田　哲三 広島県尾道市高須町１０９５番地４２

026298 （株）エラン 代表取締役社長 櫻井　英治　　　　　　　　　　　　　　　　長野県松本市出川町15番12号

026299 （株）光栄ビルメンテナンス 代表取締役社長 加茂前　尚彦 京都府舞鶴市字引土１８４番地の５

026300 （株）京都映画センター 代表取締役 竹内　守 京都市中京区二条通寺町東入榎木町87番地

026301 JFEアドバンテック（株） 代表取締役 吉居 卓也 兵庫県西宮市高畑町３番４８号

026302 富士通ネットワークソリューションズ（株） 関西支店 関西支店長 川上　等 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目５番１６号 肥後橋ＭＩＤビル

026303 サンクリーン・クロダ 代表者 黒田竹二 京都府亀岡市宮前町猪倉椿原２－１０８

026304 （株）島津製作所 京都支店 支店長 井口　素孝 京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町1番地

026305 （株）キクチコンサルタント 南丹営業所 所長 前田　拓磨 京都府南丹市園部町栄町１号１８－１０

026306 日本原料（株） 関西支店 支店長 瀬田　和俊 大阪府大阪市中央区内本町1丁目3-5

026307 日本メンテナスエンジニヤリング（株） 京都支店 支店長 石田　定雄 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田10番地9

026308 一冨士フードサービス（株） 京滋支社 支社長 新関　正昭 滋賀県大津市中央三丁目1番8号

026309 （株）城南開発興業 代表取締役 上田啓 京都府八幡市八幡軸６８番地７

026310 （株）武揚堂 大阪支店 支店長 中石　正一 大阪府大阪市中央区内本町一丁目2番13号

026311 （株）河合楽器製作所 京都公教販店 店長 伊藤　勉 京都府京都市南区上鳥羽北花名町47番地

026312 （株）魚国総本社 京都支社 代表取締役社長 田所　伸浩 京都市中京区御池通高倉西入高宮町200

026313 フジテック（株） 近畿統括本部　京滋支店 支店長 河内　保之 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町82 京都恒和ビル　3Ｆ

026314 アサヒサンクリーン（株） 代表取締役 田島　哲 静岡県静岡市葵区本通十丁目8番地の1

026315 （株）メディセオ 京都第一営業部　舞鶴支店 支店長 横谷　賢次 京都府舞鶴市溝尻町３６番地５号

026316 (一社）歴史文化研究所 代表理事 小林　大太 京都府京都市下京区寺町通松原下る植松町733番地

026317 不動産鑑定ネットワークサービス（株） 代表取締役 新見　憲一郎 京都府宇治市木幡西浦６２－２

026318 宇野酸素（株） 舞鶴営業所 所長 橋本　九 京都府舞鶴市字京田小字宮ノ前５５４

026319 （株）森のエネルギー研究所 代表取締役 大場　龍夫 東京都羽村市小作台1-4-21KTDキﾖ-ワビル小作台

026320 東洋計器（株） 大阪支店 支店長 藤井 拓哉 大阪府吹田市南金田1-8-8

026321 （株）ＪＥＣＣ 専務取締役 依田　茂 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

026322 （株）パスコ 京都支店 支店長 黒崎　隆義 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 烏丸中央ビル4F

026323 （株）たけびし 取締役社長 小倉　勇　　　　　 京都府京都市右京区西京極豆田町２９

026324 マスプロ電工（株） 大阪支店 支店長 勝永　瑞樹 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

026325 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 西日本本部 社会システム営業部長 川崎　康司 大阪市北区堂島二丁目２番２号

026326 （特非）グローバル教育推進機構 理事 中園　潔 大阪府大阪市中央区久太郎町４－２－１５星和CITYB.L.D 御堂8階

026327 福田白衣（株） 代表取締役 福田　治夫 京都府京都市中京区新烏丸通竹屋町下る梅之木町１３６番地

026328 ジェイエムシー（株） 大阪支店 大阪支店長 仁木　海渡 大阪府大阪市福島区福島7-20-1 KM西梅田ビル 14F

026329 （株）関西 代表取締役 久富　諭治 京都府舞鶴市字市場２０２番地１０

026330 （株）フソウ 大阪支社 支社長 神内　伸一 大阪府大阪市西区靭本町1丁目4番12号

026331 (株)富士通マーケティング 地域営業本部　関西公共・金融統括営業部 統括部長 長内 雅彦 大阪府大阪市北区梅田３－３－１０ 梅田ダイビル

026332 （株）ＨＥＲ 代表取締役 芝本　忠雄 兵庫県加西市網引町2001番地39

026333 （株）トーテック 代表取締役 古川　常之 大阪府大阪市東成区中本5丁目2番33号

026334 （株）クリタス 西日本支社 西日本支社長 脇川　克晴 大阪府高槻市芥川町１丁目７番２６号 カワノビル６F

026335 （株）阪神計器製作所 西宮支店 支店長 前田　英俊 兵庫県西宮市中島町9番10号

026336 （株）サーベイリサーチセンター 大阪事務所 大阪事務所長 中村　光明 大阪市北区天満橋1丁目8番30号

026337 パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 近畿支店 支店長 藤澤　武 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号

026338 （株）八木厨房機器製作所 代表取締役 玉田　晃一 京都府京都市中京区堺町通四条上る八百屋町551番地1

026339 （株）極東技工コンサルタント 京都北事務所 所長 田中　孝一 京都府福知山市三和町大身４２４番地の１

026340 （株）西播設計 京都支店 支店長 河村　智裕 京都府福知山市昭和町７７番地１８号

026341 （株）西日本技術コンサルタント 京都営業所 所長 中尾　要司 京都府京丹後市網野町浅茂川１１５－３１

026342 環境テクノス（株） 代表取締役 武藤　大志郎　　　　 京都府京都市伏見区中島河原田町30

026343 オリックス・ファシリティーズ（株） 代表取締役 田中　信 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
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026344 （株）富士通エフサス 京都支社 支社長 杉本　達次 京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町1

026345 武田興業（株） 京都支店 支店長 武田　雅代 京都府八幡市岩田大将軍7番1号

026346 ＪＲＣシステムサービス（株） 関西支店 支店長 福山　善文 大阪市北区梅田3丁目4番5号

026347 ニチレキ（株） 滋賀営業所 所長 塩田　勝基 滋賀県守山市勝部４－２－１７

026348 日東カストディアル・サービス（株） 京都支店 支店長 西　英聖 京都府京都市伏見区深草堀田町10-1 京阪藤の森ビル8階

026349 ナカバヤシ（株） 大阪支社 支社長 西口　和広 大阪府大阪市城東区中央２丁目１番２３号

026350 （株）乙媛印刷社 京都営業所 所長 宮本　宏昭 京都府京都市南区西九条開ヶ町39-313

026351 毎美エンジニアリング（株） 代表取締役 植田　隆司 大阪府大阪市福島区海老江５丁目４番８号

026352 日清医療食品（株） 近畿支店 支店長 田中　伴治 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7階

026353 （株）エムライン 代表取締役 中　篤司 大阪府大阪市此花区梅町2-2-25

026354 （株）気象工学研究所 代表取締役社長 小久保　鉄也 大阪府大阪市西区京町堀一丁目8番5号

026355 第一法規（株） 代表取締役社長 田中　英弥　　 東京都港区南青山二丁目11番17号

026356 （株）倉本産業 大阪支店 支店長 近藤　和寛 大阪府大阪市中央区本町2-1-6

026357 日本ソフト開発（株） 代表取締役社長 蒲生　仙治 滋賀県米原市米原西２３番地

026358 アルフレッサ（株） 舞鶴支店 支店長 河合　伸昭 京都府舞鶴市字女布６４番地の６５

026359 （株）エスイーアイ 代表取締役 太田　幸宏 岐阜県岐阜市加納高柳町２丁目６番地

026360 ローレルバンクマシン(株) 福知山営業所 所長 南　哲郎 京都府福知山市篠尾新町１－１２ 鍵藤ビル１階

026361 （株）一信社 代表取締役 百合口　賢次 京都市中京区烏丸通丸太町下る大倉町201番地

026362 協和テクノロジィズ（株） 京都営業所 所長 竹村　聡 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町167番

026363 大槻冷熱設備（有） 代表取締役 大槻　幸一 京都府福知山市篠尾新町4丁目100番地

026364 不二熱学サービス（株） 京都支店 支店長 飯田　勲 京都市右京区西院六反田町31番地2

026365 新明和アクアテクサービス（株） 関西センター 所長 片山　剛次 兵庫県芦屋市打出町７番１８号

026366 光伸（株） 京滋営業所 所長 野﨑　純一 京都府八幡市下奈良野神24-1

026367 アイテック（株） 京都支店 支店長 辻　芳尚 京都市伏見区過書町792番地2

026368 北陵電工（株） 代表取締役 山本　直樹　　　　 京都市北区小山北上総町２９番地

026369 福正小松販売（株） 代表取締役社長 正木　髙夫 京都府福知山市字土小字赤ノ水８番地

026370 （株）地域科学研究所 香川事務所 香川事務所長　 稲生　正夫 香川県高松市林町2217－15　 香川産業頭脳化センタービル

026371 名鉄観光サービス（株） 京都支店 支店長 上本　祐司 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6階

026372 ナブコドア（株） 京都支店 支店長 大北　健二 京都府京都市伏見区竹田真幡木町５１

026373 日建リース工業（株） 大阪支店 支店長 蘇木　誠 大阪府大阪市此花区梅町２－１－４２

026374 和歌山航測（株） 大阪支店 支店長 村岡　俊幸 大阪府大阪市中央区谷町６丁目４番８号 新空堀ビル２０９

026375 （株）オム 代表取締役 安藤　忠　　　　　　　　 京都市中京区間之町通御池下ル綿屋町528　烏丸エルビル701

026376 （株）システムリサーチ 福知山支店 支店長 黒江　隆生 京都府福知山市南本町２１０－１８ ＫＲＢＬＤＧ　２Ｆ

026377 植平コンクリート工業（株） 代表取締役　 植平 善延 奈良県宇陀市榛原比布１３１２番地の１ 

026378 フジテコム（株） 大阪支店 支店長 桑原  貴彦 大阪府大阪市北区西天満３丁目１３番１８号 島根ビル

026379 （株）大塚商会 京都支店 支店長 宇野　直基 京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町566-1

026380 佐野器械（株） 代表取締役 佐野　康彦 京都市南区上鳥羽奈須野町１－１

026381 （一社）京都予防医学センター 会長 森　洋一 京都市中京区西ノ京左馬寮町28番地

026382 （株）エイト日本技術開発 京都支店 支店長 楢﨑　拓也 京都府京都市下京区烏丸通松原下る五条烏丸町400番地

026383 昭和（株） 京都営業所 所長 熊木　敏之 東京都北区上中里1丁目11番8号

026384 大和リース（株） 京都支店 支店長 笹　裕次 京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町316

026385 （株）イビソク 関西支店 支店長 野澤　直人 京都府京都市伏見区竹田田中殿町８６番地

026386 （株）オーシスマップ 代表取締役 魚本　崇                                    兵庫県養父市八鹿町八鹿1264-11

026387 （株）ＣＴＩウイング 代表取締役社長 山根　伸之 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号

026388 （株）日立ビルシステム 関西支社 支社長 竹本　啓一 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目２番１号

026389 ＮＥＣフィールディング（株） 京都支店 京都支店長 松野　裕之 京都府京都市中京区壬生坊城町２４番地の１ 古川勘ビル

026390 （株）ウォーターテック 関西支店 支店長 比江嶋　祐一 大阪市西区新町2丁目20番6号
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026391 近畿音響工業（株） 代表取締役 内林　義治 京都府京都市伏見区深草西浦町８－６１

026392 （株）アート 代表取締役 松本　昂司 京都府舞鶴市字小倉67番地の1

026393 日本調理機（株） 京都営業所 所長 吉井　理嗣 京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町１３２ ＮＵオフィス竹田

026394 クマリフト（株） 京都営業所 所長 奥本　央 京都市上京区智恵光院通丸太町上ル西院町747番地の32

026395 （株）モリタ 代表取締役 田嶋　利之 京都府城陽市富野南清水76番地2

026396 桐田機工（株） 代表取締役社長 山田 健 京都府京都市山科区大宅御供田町１９３－４

026397 （株）医療情報システム 代表取締役 八木　康一 大阪市中央区平野町１丁目４番８号

026398 日本ドライケミカル（株） 大阪支店 大阪支店長 中川　信夫 大阪府大阪市淀川区西宮原1-4-13

026399 新光テクノ（株） 代表取締役 仲田　只則 京都府南丹市美山町萱野道野間29番地1

026400 日本環境サービス（株） 代表取締役 大田　吉久 京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町50

026401 （株）ドッドウエル　ビー・エム・エス 京都支店 支店長 望月　昌人 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

026402 ワタキューセイモア(株) 近畿支店 支店長 奥山　剛治 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12番地の2

026403 フクダライフテック京滋（株） 福知山営業所 所長 柴田　淳史 京都府福知山市篠尾新町1-104　福知山第一ビル1階

026404 寿フォーム印刷((株) 代表取締役 太野垣　裕二 京都府京都市南区唐橋南琵琶町16番地

026405 （株）ワイズマンコンサルティング 名古屋支店 支店長 松浦　千尋 名古屋市中村区名駅一丁目１番１号

026406 リコーリース（株） 京滋支店 支店長 森﨑　慎也 京都府京都市下京区四条通油小路西入ル藤本寄町２６－１

026407 日本教育情報機器（株） 代表取締役 熊田　淳一 東京都千代田有楽町一丁目７番１号

026408 ミドリ安全（株） 京都支店 支店長 平井　淳 京都府京都市西京区桂池尻町１１２番地

026409 （株）日立国際電気 西日本支社 支社長 宮崎　晃 大阪府大阪市中央区城見二丁目２番２２号

026410 大槻ポンプ工業（株） 代表取締役 大槻　浩平 京都府綾部市本町７丁目６７番地の２

026411 西日本電信電話（株） 京都支店 支店長 大野　敬 京都市中京区烏丸三条上ル場之町604

026412 （株）片山測量設計事務所 代表取締役 片山　貢 京都府南丹市八木町八木杉ノ前４２－２

026413 全国農業協同組合連合会京都府本部 ＬＰガス中部直売所 所長 森田　浩史 京都府南丹市園部町上木崎町年ノ森３番地

026414 全国農業協同組合連合会京都府本部 丹波自動車サービスセンター センター長 大槻　貴紀 京都府船井郡京丹波町富田美月１８－１

026415 全国農業協同組合連合会京都府本部 丹波農機センター センター長 芦田　茂 京都府船井郡京丹波町富田美月１８－１

026416 全国農業協同組合連合会京都府本部 中部燃料センター センター長 河原　昭夫 京都府南丹市園部町上木崎町年ノ森３番地

026417 (株)吉谷機械製作所 取締役社長 吉谷　勇一郎 鳥取県鳥取市古海３５６番地１

026418 （株）ボーダーリンク 代表取締役 安井　康真 埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目16番地1 ACROSS8階

026419 ミザック（株） 代表取締役 柾木　隆弘 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

026420 丸硝（株） 代表取締役 堤　俊彦 岐阜県大垣市荒尾町６７４番地

026421 (株)ぎょうせい 関西支社 支社長 松浦　孝徳 大阪府大阪市中央区谷町三丁目1番9号

026422 ケイティケイ（株） 京都営業所 所長 船越　威宏 京都府京都市下京区五条堀川西入ル柿本町579 五条堀川ビル501号室

026423 （一財）関西電気保安協会 京都上営業所 所長 井上　昌幸 京都市上京区堀川通り一条上ル堅富田町４３６－５

026424 （株）三井田商事 福知山営業所 所長 飯田　毅 京都府福知山市土師宮町2-15

026425 関西電力（株） 代表取締役　 岩根　茂樹 大阪府大阪市北区中之島三丁目６番１６号

026426 渥美製綱（有） 代表取締役 金子　桂典 愛知県岡崎市八帖北町４２番地１１

026427 東和薬品（株） 福知山営業所 所長 水口　拓 京都府福知山市字岩井小字菖蒲谷８６-１７

026428 （株）大剛 代表取締役 安田　奉春 京都府八幡市上奈良日ノ尾１番地の７

026429 安田産業（株） 代表取締役 安田　奉春 京都市伏見区南寝小屋町９１番地

026430 都築テクノサービス（株） 北京都支店 支店長 生田　衆一 京都府福知山市篠尾新町1-101

026431 （株）チャイルド社 代表取締役 藤井　隆 京都府京都市西京区松尾大利町２０－４７

026432 （株）ＴＫＣ 代表取締役社長 飯塚　真規                                    栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地

026433 （株）フジマック 京都営業所 所長 前川　雄三 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町36番地

026434 （株）日本都市計画研究所 代表取締役 岩溪　達朗 京都府京都市左京区下鴨森本町25番地の1

026435 （株）サイネックス 代表取締役社長 村田　吉優 大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目６番１３号

026436 （株）エヌ・イーサポート 大阪支店 支店長 大下　展正 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目4番10号

026437 （株）文化財サービス 代表取締役 出口　弘文 京都市伏見区北端町58番地
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026438 オリジナル設計（株） 京都営業所 所長 大東　達也 京都府京都市左京区下鴨蓼倉町６８－５

026439 （有）丸重屋 取締役 平手　克治　　　　　　　　　　　　　　　 京都府京都市山科区勧修寺平田町57番地

026440 （株）東鳳電通設計事務所 代表取締役 江利山　光彦 青森県青森市青葉一丁目２番地１１ ルグラン奥野Ａ－７

026441 （株）ジーエス環境科学研究所 代表取締役 長安 龍夫 京都府京都市南区吉祥院新田壱ノ段町５番地

026442 山﨑冷機（株） 代表取締役 山﨑　孝一 京都府亀岡市突抜町５３番地

026443 クボタ環境サービス（株） 大阪支社 支社長 桒野　卓 兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号

026444 太陽工業(株) 総務部 部長 山本　淳 大阪市淀川区木川東4丁目8番4号

026445 （株）コトブキ 京都営業所 所長 秋山　庄治 京都府京都市山科区椥辻中在家町8-1 SEED山科中央ビル４F

026446 （株）島津水研 代表取締役 島津　麗叔 京都市上京区新白水丸町４４９番地１ 中立売不動ビル5階

026447 （株）スイタ情報システム 京都支社 取締役 河村　吉則 京都市下京区大宮通仏光寺下ル五坊大宮町８０番地

026448 （株）建巧社 代表取締役 山口　良幸 京都府京都市右京区太秦西蜂ケ岡町４番地

026449 （一財）関西電気保安協会 北京都営業所 所長 大八木　圭一 福知山市前田新町１５１

026450 （株）インテック 代表取締役 國中　賢吉　　　　　　　　　　 奈良県奈良市三条大路一丁目１０番６号２

026451 西都速記（株） 代表取締役 上野　佳之 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目６番１３号

026452 京都府行政書士会 会長 堀井　泰史 京都市南区東九条南河辺町８５番地３

026453 国際チャート（株） 本社 取締役営業統括部長 曽志崎　稔 埼玉県桶川市赤堀一丁目３０番地

026454 （株）テスティパル 代表取締役 藤井　俊成　　　 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4-3-5

026455 北沢産業（株） 京都営業所 所長 中村　智彦 京都市伏見区北端町54

026456 ホシザキ京阪（株） 福知山営業所 営業所所長 新田　宣一 京都府福知山市問屋町20-18 マンションナカザワ1階

026457 (株)カンツール 大阪営業所 所長 大久保　英明 大阪府大阪市城東区成育１－６－２６

026458 (株)ユニオンアルファ ダスキンレントオール　京都イベントセンター 店長 大澤　貴志 京都市中京区福長町101 SACRAアネックス305

026459 （株）オーヤラックス 京都営業所 営業所所長 布川　裕一朗 京都府京都市右京区西院坤町103 近藤ビル４Ｆ

026460 （株）堀通信 代表取締役 堀　智章 京都府福知山市字天田３９１番地の乙

026461 （株）丹新ビルサービス 代表取締役 中道　紀史 京都府福知山市東羽合町１６４番地

026462 (株)伏見千代川店 代表取締役 山脇　節子 京都府亀岡市千代川町小林北ン田６６－２

026463 （株）トヨタレンタリース京都 代表取締役 畑　茂樹 京都市南区吉祥院向田東町１６番地

026464 奈良県奈良市高天町１０番地の１ Ｔ．Ｔ．ビル５０５

026465 （株）農協観光 京都丹後営業支店 営業支店長 吉岡 裕介 京都府京丹後市峰山町荒山大坪３９７

026466 キングラン関西（株） 代表取締役 松原　達也 大阪府吹田市南吹田５－１－１２

026467 （株）北村 代表取締役 青木　隆介 京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町291番地

026468 京都工業（株） 代表取締役 吉川　晃 京都府京都市伏見区深草下横繩町１５

026469 平安埋蔵文化財事務所（株） 代表取締役 池田　光繁 京都府京都市伏見区竹田中川原町３５９番地

026470 税理士法人　森田会計事務所 代表社員 森田　務 奈良市油阪町456番地 第2森田ビル4F

026471 近畿電気保安（株） 代表取締役 前田　幸治 大阪市北区梅田3-3-10

026472 三晃工業（株） 代表取締役　山梶　章 大阪市大正区鶴町二丁目１５番２６号

026473 三菱電機ビルテクノサービス（株） 関西支社 取締役関西支社長 岩村　竜也 大阪府大阪市北区天満橋１－８－３０

026474 アジア航測（株） 京都支店 支店長 土川　忠士 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ル７F）

026475 井上（株） 代表取締役 井上　大輔 京都府福知山市篠尾新町３丁目３番地

026476 西戸崎興産（株） 関西営業所 所長 東村　憲和 大阪府枚方市尊延寺６丁目３１番６－１０５号

026477 テラル（株） 大阪支店 支店長 若林　聡 大阪府大阪市西区靭本町1丁目11番7号 信濃橋三井ビルディング3F

026478 キヤノンメディカルシステムズ（株） 京都支店 支店長 谷元　弘峰 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 京阪四条河原町ビル

026479 （株）トータルプランニング・エヌ 代表取締役 野口　孝子 京都府長岡京市長岡１丁目３２番地８号

026480 （株）アヴニール 代表取締役社長 芝原　統 京都市伏見区竹田西内畑町３番地

026481 小川ポンプ工業（株） 代表取締役 小河　元 大阪府大阪市住吉区万代東１丁目５番２２号

026482 大西測量登記事務所 土地家屋調査士 大西　眞二 京都府舞鶴市字上安久１４－１ 相生グリーンビル

026483 (株)テクノスジャパン 関西支店 支店長 三小田　和則 大阪市北区梅田１－１１－４－１１００－１１－１０

026484 コスモ工機（株） 大阪支店 支店長 杉田　充 大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ﾋﾞﾙ305
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026485 三谷コンピュータ（株） 代表取締役社長 後　淳也 福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-13

026486 （株）日立システムズ 関西支社 執行役員　関西支社長 東 浩司 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目２番１号　新ダイビル

026487 （株）福知山大気堂 代表取締役 原　英倭 京都府福知山市昭和町45番地の2

026488 （株）地域文化財研究所 代表取締役 福永　信雄 京都市南区上鳥羽北花名町４７番地

035001 （公財）京都府立丹波自然運動公園協力会 理事長　太田　昇 京都府船井郡京丹波町曽根崩下代110-7

036001 高千穂商事（株） 代表取締役　牧野　正明 東京都港区虎ノ門5-3-20-415

036002 森田電気設備管理事務所 代表　森田　典樹 京都府福知山市長田段１７８－１２

036003 （株）ファノバ　京都営業所 所長　尾山　浩司 京都府京都市中京区麩屋町通丸太町下ル舟屋町４２４番地

036004 （有）不動産鑑定コジマ事務所 代表取締役　小島　崇史 京都市西京区山田平尾町４３番１ダイアパレスロイヤル京都桂３０２号

036005 阪高プロジェクトサポート（株） 代表取締役　中坪　周作 大阪府大阪市北区梅田一丁目１１番４－１８００

036006 （株）リクルート 代表取締役社長　北村　吉弘 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号

036007 リエスパワーネクスト（株） 代表取締役　青木　博幸 東京都豊島区東池袋四丁目21番1号

036008 （株）ZTV 取締役社長　田村　欣也 三重県津市あのつ台4丁目7番地1

036009 大新東（株）　滋賀営業所 所長　多良　和也 滋賀県守山市梅田町２‐１‐１

036010 第一環境（株）　関西支店 支店長　玉木　孝一 大阪市淀川区西中島６丁目８番８号　花原第８ビル305

036011 安西工業（株）　大阪支店 支店長　　山西　浩二　 大阪府大阪市平野区喜連西５丁目２－７　ｵｰｼｬﾝﾋﾞｭｰ喜連西６０３号

036012 （株）ウエダ本社 代表取締役　岡村　充泰 京都府京都市下京区五条通堺町角塩竈町３６３

036013 （株）みやこ不動産鑑定所 代表取締役　辻本　尚子 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

036014 （株）日本漏防コンサルタント　大阪営業所 所長　副島　修一 大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目１７番５号

036015 近代ビル管理（株）　京都支社 支社長　矢賀部　純 京都府京田辺市田辺中央５丁目１番地７

036016 三精テクノロジーズ（株） 代表取締役　良知　昇 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目3番29号

036017 (株)ユイテック 代表取締役　森　康成 岐阜県安八郡安八町東結字柳田544番地の1

036018 ＴＳＰ西日本（株） 代表取締役社長　荒木　尚 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目8番33号

036019 （株）大平電機 代表取締役　藤田　正人　　　　　　　　　 京都府綾部市井倉新町南大橋１７番地の２

036020 OKIクロステック（株）　関西支社京都支店 支店長　前田　紀彦 京都市南区上鳥羽卯ノ花15

036021 （株）中央設計技術研究所　南丹事務所 所長　福島　幸三 京都府南丹市園部町横田1号6　リバーサイド翠108号室

036022 （株）サンアメニティ　大阪支社 支社長　大瀧　一作 大阪市中央区南新町2－3－7

036023 （株）サンアメニティ大阪 代表取締役　加藤　隆志 大阪市中央区南新町2－3－7　塚本ビル ８Ｆ

036024 マンマシン(株) 代表取締役　實吉 斉 京都府福知山市字天田294番地の3

036025 （株）不動産鑑定左近 代表取締役　左近　宏崇　　　　　 京都府京都市伏見区京町北八丁目８０番地３　メゾンヴェール２１―１０２

036026 （株）Ｅ．Ｓ　ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ　ＧＲＯＵＰ 代表取締役　元山　孝博 東京都港区南青山2丁目13-15　南青山AYビル2階

036027 アサヒプリンティング（株） 代表取締役　中田　知宏 大阪府東大阪市弥生町１９番１７号

036028 バイザー(株) 代表取締役　井上　正巳 名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号

036029 （株）アコード 代表取締役　福留　純子 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10番14号

036030 三嶋不動産鑑定事務所 代表者　不動産鑑定士　三嶋　達男 京都府福知山市字内記１４番地３

036031 （有）南部総合管理 代表取締役会長　奥村　勝 京都府長岡京市東神足１丁目3-1　　サンルシェル欅

036032 （株）三工社　大阪営業所 所長　卯木　裕一 大阪府大阪市淀川区十三元今里1-7-7

036033 日本通信ネットワーク（株） 代表取締役社長　髙部　文宏 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号　有楽町電気ビル北館１２階

036034 グローリー（株）　京都営業所 所長　鶴田　寛人 京都府京都市伏見区竹田向代町川町２９－９

036035 日本工営（株）　京都事務所 所長　大平　欽吾 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

036036 （株）ちきりやガーデン 代表取締役　吉野　由利子 京都府京都市山科区勧修寺閑林寺85-1

036037 京都税理士法人 代表社員　江後 慎太郎 京都市南区吉祥院九条町３０番地１　江後経営ビル

036038 日本エンヂニヤ（株）　滋賀営業所 営業所長　浅見　広人 滋賀県東近江市中小路町５５１－１

036039 大和産業（株） 代表取締役　岩瀬　豊美 佐賀県佐賀市高木瀬西一丁目５番１９号

036040 葉隠勇進（株）　関西支店 支店長　鈴木　紀之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２２　新大阪丸ビル別館６Ｆ

036041 （株）クマヒラ　京都支店 支店長　魚住　雅啓 京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町713

036042 (株)マルゼン　京都支店 支店長　山本　一郎 京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町110



有効期間：令和3年4月1日～令和4年3月31日

受付番号 商号又は名称 代表者又は受任者氏名 所在地

令和3年度　物品製造等　指名競争入札参加資格者名簿

036043 ハガクレフード（株）　関西支店 支店長　鈴木　紀之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２２　新大阪丸ビル別館６Ｆ

036044 日本国民食(株) 代表取締役　市川　敏一 東京都中央区日本橋堀留町二丁目４番３号

036045 （株）ライト 代表取締役　長谷　廣一 大阪府吹田市江の木町１０－３４

036046 （株）十字屋 代表取締役社長　西村　昌史 京都府京都市中京区三条通寺町東入石橋町11番地

036047 理想科学工業（株）　理想京都支店 支店長　小林　憲一 京都府京都市中京区烏丸御池上る二条殿町538　ヤサカ烏丸御池ビル6F

036048 長野ポンプ（株）　大阪営業所 所長　東野　敏行 大阪府吹田市豊津町1-31　　由武ビル5階C号室

036049 総合気象計画（株） 代表取締役　手塚　喜三 東京都千代田区神田錦町３－１７　東ネンビル⒋階

036050 凸版印刷（株）　西日本事業本部　関西事業部 執行役員事業部長　山中　欣也 大阪府大阪市北区中之島２－３－１８　中之島フェスティバルタワー

036051 （株）大軌 代表取締役　齋藤　昭 大阪府東大阪市箱殿町５番８号

036052 (株)内藤ハウス　大阪支店 執行役員支店長　古澤一也 大阪府大阪市中央区北浜東2-16　日刊工業新聞社ビル7Ｆ

036053 （株）ＦＵＤＯｃｏｐｏｒａｔｉｏｎ 代表取締役　中島　務 大阪府豊中市曽根東町三丁目２番１－３０２号

036054 アイリスオーヤマ（株） 代表取締役　大山　晃弘 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目12番1号

036055 （株）ウォーターリンクス 代表取締役　谷口　貴俊 兵庫県姫路市阿保甲８７８番地


