
物品

№ 会社名 所在地

あ 118 ㈱愛善商会 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2-8-16

615 ㈱アイチ 大阪府高石市取石2-40-25

116 アイテック㈱ 大阪府大阪市北区梅田3-3-10

255 赤沢産業㈱ 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-32

257 ＡＣＳＴ－ＣＳ㈱ 大阪府大阪市中央区道修町1-2-17

604 ㈲旭機工商会 大阪府泉大津市戎町6-26

21 旭産業㈱ 大阪府大阪市北区西天満6-1-2

71 アジア航測㈱　大阪支店 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 ＯＡＰタワー

221 ㈱アステム 大阪府大阪市北区東天満2-7-12 スターポート

421 網干産業㈱　大阪営業所 大阪府大阪市鶴見区諸口4-8-28

い 252 ㈱イーライフ 大阪府八尾市神宮寺5-184

166 泉㈱ 大阪府大阪市北区中之島3-3-3

194 泉興業㈱ 兵庫県尼崎市東七松町1-15-20

539 ㈱イノウエ商事 大阪府泉大津市我孫子2-4-20

う 106 ㈱ウエスコ　関西支社 大阪府大阪市中央区大手通2-2-13

178 ㈱ウォーターエージェンシー　南大阪営業所 大阪府富田林市錦織東3-11-5

24 ㈱内田洋行　大阪支店 大阪府大阪市中央区和泉町2-2-2

324 浦野㈱ 大阪府大阪市中央区伏見町2-5-5

え 112 ㈱ＨＹＳエンジニアリングサービス　関西支店 大阪府大阪市中央区城見2-2-22

108 ＮＥＣネッツエスアイ㈱　関西支社 大阪市中央区城見1-4-24

83 ㈱エネット 東京都港区芝公園2-6-3

1 ㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 東京都港区芝浦3-1-21

お 430 近江度量衡㈱ 滋賀県草津市東矢倉3-11-70

253 大阪鋼灰㈱ 兵庫県尼崎市長洲中通1-1-1

80 大阪リサイクル事業協同組合 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-2-7-213

536 大津酸素商会 大阪府泉大津市松之浜町2-3-5

264 大鳥産業㈱ 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4

258 ㈱岡畑 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町1-37

259 岡畑繊化㈱ 大阪府岸和田市小松里町2339

か 81 ㈱会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町16

41 海南エンジニアリング㈱ 愛知県愛西市本部田町鴨田83-6

326 要薬品㈱ 大阪府大阪市西区京町堀3-2-7

76 河田フェザー㈱　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1

79 環境計測㈱ 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84

3 関西電力㈱ 大阪府大阪市北区中之島3-6-16

142 関西日立㈱ 大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル４階

き 580 ㈱共進 大阪府高石市綾園3-14-1

187 ㈱ぎょうせい　関西支社 大阪府大阪市中央区谷町3-1-9

77 協同組合大阪再生資源業界近代化協議会 大阪府大阪市中央区瓦屋町1-4-2

586 共和商事㈱ 大阪府高石市取石7-4-5

65 極東開発工業㈱ 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45

321 極東サービス㈱　大阪営業所 兵庫県尼崎市東難波町5-9-1

23 ㈱近畿印刷センター 大阪府柏原市本郷5-6-25

269 近畿ビルサービス㈱ 大阪府富田林市錦織北1-16-38

く 90 クボタ環境サービス㈱　大阪支社 兵庫県尼崎市浜1-1-1

590 ㈱クリーンステージ 大阪府和泉市テクノステージ2-3-30

230 ㈱栗田機械製作所 大阪府大阪市西区境川2-1-44

206 ㈱クリタス　西日本支社 大阪府高槻市芥川町1-7-26

け 234 ㈱ケイディーエス 大阪府大阪市北区南森町2-4-1

こ 75 国際航業㈱　大阪支店 大阪府大阪市中央区南船場2-3-2 （南船場ハートビル）

88 小西防災設備㈱ 大阪府堺市堺区旭ケ丘南町4-4-34

5 小林クリエイト㈱　大阪第一営業部 大阪府大阪市中央区平野町2-6-6

601 ㈱小林塗料産業 大阪府高石市取石6-22-1

さ 223 ㈱坂本 大阪府堺市北区金岡町2553-1

155 三広工業㈱ 大阪府八尾市太田新町6-26



59 三進金属工業㈱ 大阪府泉北郡忠岡町新浜2-5-20

564 三星広芸㈱ 大阪府泉大津市板原町4-16-14

263 三雄化工㈱ 大阪府大阪市中央区淡路町1-5-10

し 174 ㈱ジオテクノ関西　大阪営業所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 ＯＡＰタワー２９階

538 ㈱治兵衛 大阪府和泉市若樫町158-7

49 島津システムソリューションズ㈱　大阪支店 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル14階

192 ㈱島津製作所　関西支社 大阪府大阪市北区芝田1-1-4

196 ジャパンクリーンシステム㈱ 大阪府堺市南区高尾1-605-3

216 ㈲松和メンテナンス 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北2-12-59

528 ㈱シンエイユニフォーム 大阪府泉大津市春日町18-23

19 新川電気㈱　泉北営業所 大阪府堺市堺区竜神橋町2-1-5 第五中西ビル５階

す 587 助松モータース㈱ 大阪府高石市千代田6-2-16

616 ㈱鈴木商館　堺営業所 大阪府高石市綾園2-7-15

420 ㈱隅谷商店 大阪府東大阪市渋川町2-3-14

せ 328 ㈱誠宇ジャパン 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート８階

317 セイブ化成㈱ 大阪府大阪市西区江戸堀1-4-23

228 ㈱清流メンテナンス 大阪府吹田市垂水町3-5-9

606 ㈱誠和総合産業 大阪府高石市千代田1-8-8

568 成和緑地建設㈱ 大阪府和泉市黒鳥町3-25-22

562 ㈱泉紅園 大阪府高石市東羽衣7-5-6-201

193 ㈱ゼンリン　大阪営業所 大阪府大阪市西区川口3-3-9

そ 189 ソーダニッカ㈱　大阪支店 大阪府大阪市北区中之島3-3-3

254 曽我㈱ 大阪府大阪市中央区道修町1-6-7

た 84 第一法規㈱ 東京都港区南青山2-11-17

589 大栄環境㈱ 大阪府和泉市テクノステージ2-3-28

63 大興機工㈱ 大阪府東大阪市長田東5-1-14

18 ㈱ダイシン 兵庫県川西市久代1-10-55

232 ダイハツディーゼル㈱ 大阪府大阪市北区大淀中1-1-30

575 高石防災センター　かた庄 大阪府高石市高師浜3-20-30

86 ㈱タカハシ 大阪府大阪市城東区中浜2-11-11

67 ㈱タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町2-2-33

424 ㈱タクマテクノス　西日本支社 兵庫県尼崎市金楽寺町2-2-33

260 巽合成化学㈱ 大阪府大阪市西成区北津守4-4-21

552 田中宇㈱ 大阪府和泉市伯太町2-32-36

15 田中ガラス㈱ 兵庫県宝塚市安倉西2-4-23

ち 33 ㈱中央ポンプ製作所 大阪府守口市八雲中町3-13-71

つ 503 辻礦油㈱ 大阪府和泉市室堂町841-5

256 ㈱辻本 大阪府大阪市平野区瓜破1-12-31

て 236 ㈱デイケイケイサービス関西　泉南事業所 大阪府泉南市信達市場1341-1

162 ㈱テライ 大阪府大阪市東淀川区上新庄1-2-7

と 164 東芝インフラシステムズ㈱　関西支社 大阪府大阪市北区角田町8-1

217 トーエイ㈱ 愛知県知多郡東浦町藤江字ヤンチャ28-1

100 都市クリエイト㈱ 大阪府高槻市紺屋町3-1-326

185 ㈱トヨタレンタリース大阪 大阪府大阪市北区西天満3-5-33

な 261 内外化学製品㈱　大阪支店 大阪府大阪市西区西本町1-3-15 大阪建大ビル

502 ㈱なかお 大阪府高石市加茂2-32-15

426 中尾フィルター工業㈱ 大阪府大阪市北区芝田1-4-8

に 225 西川商工㈱　中央環状営業所 大阪府堺市北区八下北1-55

515 ㈲西山印刷 大阪府泉大津市宮町9-50

608 日産大阪販売㈱ 大阪府泉大津市穴田77-1

134 ニッソクセンサー㈱ 大阪府大阪市浪速区浪速東1-2-3

316 ㈱日本管財環境サービス 兵庫県西宮市池田町9-7

61 日本機械㈱ 大阪府大阪市中央区伏見町2-2-3

183 日本グリーンパックス㈱　大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪北ビル１３階

20 日本興商㈱ 大阪府貝塚市二色中町9-1

51 日本電気㈱　関西支社 大阪府大阪市中央区城見1-4-24

の 157 野村興産㈱　関西営業所 大阪府大阪市中央区高麗橋2-1-2



は 104 ㈱パスコ　大阪支店 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3

250 花谷薬品㈱ 大阪府堺市西区鳳北町8-433-1

266 ㈱はまだ 和歌山県紀の川市中井阪74

325 林六㈱ 大阪府大阪市中央区南船場4-11-28

511 原口機工㈱ 大阪府和泉市小田町1-5-32

222 ㈱阪南ビジネスマシン 大阪府堺市中区深井北町3275

555 阪和消防㈱ 大阪府高石市取石3-15-52

ひ 37 ㈱日立プラントメカニクス　関西支店 大阪府大阪市中央区本町1-8-12

146 ㈱兵庫分析センター 兵庫県姫路市広畑区正門通4-10-8

244 ㈱日吉 滋賀県近江八幡市北ノ庄町908

ふ 226 ㈲福商リサイクル 大阪府八尾市西高安町5-32-4

323 フクダ電子近畿販売㈱　堺営業所 大阪府堺市堺区大町西1-1-25

249 福徳産業㈱ 大阪府大阪市中央区谷町4-10-8

418 フジオックス㈱　大阪営業所 大阪府大阪市港区弁天1-2-1 大阪ベイタワーオフィス１６階

534 藤木電気工業㈱ 大阪府泉大津市神明町6-4

85 富士ゼロックス大阪㈱　公共営業部 大阪府大阪市中央区今橋2-5-8

130 富士電機㈱関西支社 大阪府大阪市北区大深町3-1

578 ㈲藤野安全硝子店 大阪府泉大津市東豊中町2-3-6

204 藤野興業㈱ 大阪府富田林市山中田町1-11-8

577 藤原印刷㈱ 大阪府和泉市和田町279-1

584 二葉モータース 大阪府泉大津市本町5-23

566 府中電機設備㈱ 大阪府和泉市府中町7-3-26

322 ㈱ふわふわ 大阪府茨木市清水1-34-12

へ 176 ペンタフ㈱ 大阪府大阪市北区大淀中1-7-10

ほ 132 ㈱豊国昭和起重機製作所 大阪府大阪市西成区津守3-3-1

ま 208 松井建設㈱ 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北2-12-59

526 ㈱マツイコーポレーション 大阪府和泉市井ノ口町2-20

224 ㈱松田商店 和歌山県和歌山市西河岸町46

514 ㈲松本建材店 大阪府高石市千代田5-15-15

25 丸硝㈱ 岐阜県大垣市荒尾町674

2 丸紅新電力㈱ 東京都中央区日本橋2-7-1

み 327 三重中央開発㈱ 三重県伊賀市予野字鉢屋4713

508 ㈱水原土木 大阪府和泉市幸2-10-27

110 三菱電機ビルテクノサービス㈱　関西支社 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30

27 三菱電機プラントエンジニアリング㈱　西日本本部 大阪府大阪市北区堂島2-2-2

220 ㈱南大阪電子計算センター 大阪府貝塚市脇浜4-2-22

158 南近畿ＴＣＭ㈱ 大阪府堺市西区草部1591-1

め 251 ㈲メイカン　大阪営業所 大阪府富田林市別井5-3-16

120 ㈱明西エンジニアリング 大阪府東大阪市中新開2-4-7

55 ㈱明電エンジニアリング　関西支社 兵庫県尼崎市西長洲町1-1-1

92 明和電気防災㈱ 大阪府八尾市佐堂町1-1-4

も 558 ㈱森野 大阪府和泉市伏屋町1-2-41

や 614 ㈱ヤガミサイン 大阪府泉大津市池園町7-3

262 八洲薬品㈱　堺営業所 大阪府堺市西区浜寺石津町西1-4-20

159 安田金属興業㈱　貝塚工場 大阪府貝塚市橋本20-2

543 ㈱ヤマグチ 大阪府和泉市太町209-5

574 ㈱山崎商店 大阪府泉大津市本町1-1

98 ヤンマーエネルギーシステム㈱　大阪支社 兵庫県尼崎市潮江1-3-30

ゆ 600 ㈱夢工房 大阪府泉大津市我孫子131

よ 212 吉田機電㈱　大阪支店 大阪府大阪市東成区東小橋1-15-19

126 ㈱四柳 大阪府大阪市此花区四貫島2-24-10

188 ㈱米田商店 大阪府堺市堺区大仙西町6-181-1

わ 582 ワコー防災㈱ 大阪府和泉市箕形町6-442-1

265 和正産業㈱　和歌山支店 和歌山県和歌山市十二番丁12



役務

№ 会社名 所在地

あ 116 アイテック㈱ 大阪府大阪市北区梅田3-3-10

255 赤沢産業㈱ 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-32

12 ㈱アカツキ 大阪府堺市東区日置荘西町3-5-2

257 ＡＣＳＴ－ＣＳ㈱ 大阪府大阪市中央区道修町1-2-17

71 アジア航測㈱　大阪支店 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 ＯＡＰタワー

221 ㈱アステム 大阪府大阪市北区東天満2-7-12 スターポート

421 網干産業㈱　大阪営業所 大阪府大阪市鶴見区諸口4-8-28

268 ㈱アレイサービス 大阪府東大阪市若江南町5-2-38

い 510 泉谷電気工事㈱ 大阪府泉大津市北豊中町2-3-1

576 公益社団法人　泉大津シルバー人材センター 大阪府泉大津市東雲町9-12

596 泉環境整備㈱ 大阪府泉大津市臨海町2-1

613 ㈱泉クリーンサービス 大阪府和泉市箕形町3-10-10

194 泉興業㈱ 兵庫県尼崎市東七松町1-15-20

599 公益社団法人　和泉市シルバー人材センター 大阪府和泉市府中町4-20-2

539 ㈱イノウエ商事 大阪府泉大津市我孫子2-4-20

160 ㈱インソース　大阪支社 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル１８階

う 184 ㈱ヴァイオス 和歌山県和歌山市西庄295-9

106 ㈱ウエスコ　関西支社 大阪府大阪市中央区大手通2-2-13

178 ㈱ウォーターエージェンシー　南大阪営業所 大阪府富田林市錦織東3-11-5

24 ㈱内田洋行　大阪支店 大阪府大阪市中央区和泉町2-2-2

324 浦野㈱ 大阪府大阪市中央区伏見町2-5-5

え 112 ㈱ＨＹＳエンジニアリングサービス　関西支店 大阪府大阪市中央区城見2-2-22

519 ㈱エイビック 大阪府和泉市黒鳥町3-4-8

13 ㈱エー・エス・ジー 大阪府堺市東区日置荘西町3-5-3

57 ㈱エコ・テクノ　枚方支店 大阪府枚方市北山1-54-55

242 ㈱エヌ・イーサポート　大阪支店 大阪府大阪市西淀川区姫島5-4-10

108 ＮＥＣネッツエスアイ㈱　関西支社 大阪市中央区城見1-4-24

124 エヌエス環境㈱　西日本支社 大阪府吹田市垂水町2-36-27

14 ＮＴＴファイナンス㈱　関西支店 大阪府大阪市中央区平野町2-3-7

お 198 応用地質㈱　関西事務所 大阪府大阪市淀川区田川北2-4-66

594 ㈱大阪グリーンセンター 大阪府和泉市万町149

253 大阪鋼灰㈱ 兵庫県尼崎市長洲中通1-1-1

214 大阪設備管理㈱ 大阪府堺市堺区出島海岸通4-7-16

80 大阪リサイクル事業協同組合 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-2-7-213

264 大鳥産業㈱ 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4

259 岡畑繊化㈱ 大阪府岸和田市小松里町2339

か 81 ㈱会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町16

41 海南エンジニアリング㈱ 愛知県愛西市本部田町鴨田83-6

271 ㈱カンキョウ 大阪府大阪市中央区南船場1-11-9

79 環境計測㈱ 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84

69 ㈱環境総合テクノス 大阪府大阪市中央区安土町1-3-5

419 ㈱環境ソルテック 兵庫県高砂市荒井町新浜1-2-1

114 環境テクノス㈱　大阪支店 大阪府守口市藤田町2-15-10-201

73 ㈱かんこう　大阪支店 大阪府大阪市城東区野江1-12-8

248 一㈶関西環境管理技術センター 大阪府大阪市西区川口2-9-10

202 関西機設㈱ 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-12-4

246 関西工業㈱ 大阪府堺市堺区松屋町2-63-2

191 一㈶関西電気保安協会　大阪南支店 大阪府堺市西区平岡町86-1

142 関西日立㈱ 大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル４階

140 ㈱かんでんエンジニアリング　大阪南支店 大阪府堺市堺区三宝町7-363

4 ㈱カンポ 京都府京都市伏見区羽束師古川町233番地

き 172 基礎地盤コンサルタンツ㈱　関西支社 大阪府吹田市豊津町12-32

580 ㈱共進 大阪府高石市綾園3-14-1

187 ㈱ぎょうせい　関西支社 大阪府大阪市中央区谷町3-1-9

65 極東開発工業㈱ 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45



321 極東サービス㈱　大阪営業所 兵庫県尼崎市東難波町5-9-1

416 喜楽鉱業㈱　関西工場 大阪府和泉市テクノステージ1-4-12

23 ㈱近畿印刷センター 大阪府柏原市本郷5-6-25

190 一㈶近畿健康管理センター 滋賀県大津市木下町10-10

269 近畿ビルサービス㈱ 大阪府富田林市錦織北1-16-38

17 近畿ビルテクノ㈱ 大阪府大阪狭山市池之原3-1017-2

く 182 ㈱国中環境開発 大阪府松原市天美我堂3-67-1

238 ㈱グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場1-17-11 上野ＢＲビル

590 ㈱クリーンステージ 大阪府和泉市テクノステージ2-3-30

206 ㈱クリタス　西日本支社 大阪府高槻市芥川町1-7-26

570 ㈱車谷 大阪府泉大津市式内町10-22

572 車谷環境設備㈱ 大阪府泉大津市昭和町10-25

け 152 ㈱ＫＧＳ 大阪府堺市中区深井清水町3761

234 ㈱ケイディーエス 大阪府大阪市北区南森町2-4-1

こ 10 興和化学産業㈱ 大阪府堺市東区草尾309-2

75 国際航業㈱　大阪支店 大阪府大阪市中央区南船場2-3-2 （南船場ハートビル）

88 小西防災設備㈱ 大阪府堺市堺区旭ケ丘南町4-4-34

さ 136 ㈱サクセス 大阪府泉佐野市上町1-4-10

218 ㈱サトウ保険事務所 大阪府泉佐野市上町3-1-10

155 三広工業㈱ 大阪府八尾市太田新町6-26

564 三星広芸㈱ 大阪府泉大津市板原町4-16-14

210 ㈱サンダ 大阪府堺市北区金岡町704-1

47 サンテクノサービス㈱ 大阪府大阪市北区南森町2-4-32

263 三雄化工㈱ 大阪府大阪市中央区淡路町1-5-10

し 82 ㈱ＧＥ 大阪府堺市西区築港新町1-5-38

174 ㈱ジオテクノ関西　大阪営業所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 ＯＡＰタワー２９階

538 ㈱治兵衛 大阪府和泉市若樫町158-7

49 島津システムソリューションズ㈱　大阪支店 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル14階

192 ㈱島津製作所　関西支社 大阪府大阪市北区芝田1-1-4

196 ジャパンクリーンシステム㈱ 大阪府堺市南区高尾1-605-3

216 ㈲松和メンテナンス 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北2-12-59

19 新川電気㈱　泉北営業所 大阪府堺市堺区竜神橋町2-1-5 第五中西ビル５階

585 ㈱神農 大阪府泉大津市池浦町5-10-11

す 168 水ｉｎｇエンジニアリング㈱　大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島7-1-5 辰野新大阪ビル

587 助松モータース㈱ 大阪府高石市千代田6-2-16

420 ㈱隅谷商店 大阪府東大阪市渋川町2-3-14

せ 319 世和建設㈱ 大阪府堺市堺区甲斐町西2-2-23

144 ㈱セイワプラント　堺支店 大阪府堺市北区金岡町704-3

568 成和緑地建設㈱ 大阪府和泉市黒鳥町3-25-22

512 世界産業㈱　和泉支店 大阪府和泉市肥子町2-53-307

562 ㈱泉紅園 大阪府高石市東羽衣7-5-6-201

560 ㈱泉北清掃 大阪府高石市取石2-36-44

193 ㈱ゼンリン　大阪営業所 大阪府大阪市西区川口3-3-9

そ 150 ㈱総合環境計画　大阪支社 大阪府大阪市西区立売堀1-3-13

254 曽我㈱ 大阪府大阪市中央区道修町1-6-7

た 84 第一法規㈱ 東京都港区南青山2-11-17

589 大栄環境㈱ 大阪府和泉市テクノステージ2-3-28

161 ㈱ダイカン 大阪府大阪市鶴見区焼野3-2-79

195 ダイキン工業㈱西日本サービス部 大阪府大阪市北区錦町4-82

63 大興機工㈱ 大阪府東大阪市長田東5-1-14

18 ㈱ダイシン 兵庫県川西市久代1-10-55

133 大東衛生㈱ 大阪府大阪市東成区大今里西1-19-38

232 ダイハツディーゼル㈱ 大阪府大阪市北区大淀中1-1-30

609 公益社団法人　高石市シルバー人材センター 大阪府高石市加茂4-1-1

575 高石防災センター　かた庄 大阪府高石市高師浜3-20-30

53 ㈱タカダ 大阪府大阪市北区梅田1-2-2-1200

424 ㈱タクマテクノス　西日本支社 兵庫県尼崎市金楽寺町2-2-33



170 ㈱タツタ環境分析センター 大阪府東大阪市岩田町2-3-1

260 巽合成化学㈱ 大阪府大阪市西成区北津守4-4-21

ち 102 ㈱地域経済研究所 大阪市中央区石町1-1-1 天満橋千代田ビル２号館５階

122 中外テクノス㈱　関西支社 大阪府大阪市淀川区西中島7-1-5

つ 256 ㈱辻本 大阪府大阪市平野区瓜破1-12-31

て 417 ㈱ＤＩＮＳ堺 大阪府堺市西区築港新町4-2-3

236 ㈱デイケイケイサービス関西　泉南事業所 大阪府泉南市信達市場1341-1

180 帝人エコ・サイエンス㈱　関西事業所 大阪府茨木市南目垣1-4-1

45 テスコ㈱ 東京都千代田区西神田1-4-5

153 テックス・カンポ㈱ 京都府京都市伏見区羽束師古川町243

128 寺岡オート・ドアシステム㈱　大阪支店 大阪府大阪市北区中津4-3-9

と 16 東京テクニカル・サービス㈱　西日本支店 兵庫県神戸市中央区宮本通2-3-18

164 東芝インフラシステムズ㈱　関西支社 大阪府大阪市北区角田町8-1

96 東洋メンテナス㈱ 大阪府東大阪市本庄西1-10-24

148 東和環境科学㈱　関西事務所 大阪府大阪市住之江区南港北1-24-22

39 東和クリーナー㈲ 大阪府大阪市西淀川区大和田4-1-16

31 ㈱トキト 大阪府堺市中区土師町4-5-17

100 都市クリエイト㈱ 大阪府高槻市紺屋町3-1-326

185 ㈱トヨタレンタリース大阪 大阪府大阪市北区西天満3-5-33

な 524 ㈱中尾清掃 大阪府高石市東羽衣7-3-17

431 ㈱中澤砿油 大阪府八尾市太田新町6-70

43 ナブコドア㈱　堺営業所 大阪府堺市堺区甲斐町西3-3-8

に 515 ㈲西山印刷 大阪府泉大津市宮町9-50

608 日産大阪販売㈱ 大阪府泉大津市穴田77-1

29 日本オーチス・エレベータ㈱　西日本支社 大阪府大阪市中央区城見2-1-61

316 ㈱日本管財環境サービス 兵庫県西宮市池田町9-7

183 日本グリーンパックス㈱　大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪北ビル１３階

138 日本昇降機㈱ 大阪府大阪市城東区東中浜6-17-18

422 日本通運㈱　堺支店 大阪府堺市堺区三宝町1-1-1

51 日本電気㈱　関西支社 大阪府大阪市中央区城見1-4-24

78 日本メンテナスエンジニヤリング㈱ 大阪府大阪市北区同心1-7-14

200 ㈱ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20

の 157 野村興産㈱　関西営業所 大阪府大阪市中央区高麗橋2-1-2

は 104 ㈱パスコ　大阪支店 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3

94 八光海運㈱ 大阪府南河内郡河南町一須賀453-1

250 花谷薬品㈱ 大阪府堺市西区鳳北町8-433-1

325 林六㈱ 大阪府大阪市中央区南船場4-11-28

222 ㈱阪南ビジネスマシン 大阪府堺市中区深井北町3275

555 阪和消防㈱ 大阪府高石市取石3-15-52

ひ 37 ㈱日立プラントメカニクス　関西支店 大阪府大阪市中央区本町1-8-12

146 ㈱兵庫分析センター 兵庫県姫路市広畑区正門通4-10-8

244 ㈱日吉 滋賀県近江八幡市北ノ庄町908

618 平野建設㈱ 大阪府泉大津市宮町11-8

ふ 226 ㈲福商リサイクル 大阪府八尾市西高安町5-32-4

323 フクダ電子近畿販売㈱　堺営業所 大阪府堺市堺区大町西1-1-25

418 フジオックス㈱　大阪営業所 大阪府大阪市港区弁天1-2-1 大阪ベイタワーオフィス１６階

85 富士ゼロックス大阪㈱　公共営業部 大阪府大阪市中央区今橋2-5-8

22 フジ地中情報㈱　大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島3-9-12

130 富士電機㈱関西支社 大阪府大阪市北区大深町3-1

566 府中電機設備㈱ 大阪府和泉市府中町7-3-26

240 復建調査設計㈱　大阪支社 大阪府大阪市淀川区西宮原1-4-13

219 ㈱プラソル 大阪府大阪市西区京町堀1-3-3-6Ｆ

へ 176 ペンタフ㈱ 大阪府大阪市北区大淀中1-7-10

ほ 132 ㈱豊国昭和起重機製作所 大阪府大阪市西成区津守3-3-1

ま 208 松井建設㈱ 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北2-12-59

526 ㈱マツイコーポレーション 大阪府和泉市井ノ口町2-20

224 ㈱松田商店 和歌山県和歌山市西河岸町46



549 ㈱丸岡 大阪府和泉市上町95

み 327 三重中央開発㈱ 三重県伊賀市予野字鉢屋4713

508 ㈱水原土木 大阪府和泉市幸2-10-27

110 三菱電機ビルテクノサービス㈱　関西支社 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30

27 三菱電機プラントエンジニアリング㈱　西日本本部 大阪府大阪市北区堂島2-2-2

220 ㈱南大阪電子計算センター 大阪府貝塚市脇浜4-2-22

158 南近畿ＴＣＭ㈱ 大阪府堺市西区草部1591-1

め 156 ㈱明光 和歌山県海南市下津町下津3080-1

120 ㈱明西エンジニアリング 大阪府東大阪市中新開2-4-7

55 ㈱明電エンジニアリング　関西支社 兵庫県尼崎市西長洲町1-1-1

186 鳴和環境㈱ 大阪府泉南市樽井3-23-23-103

92 明和電気防災㈱ 大阪府八尾市佐堂町1-1-4

35 ㈱メット 大阪府堺市中区土師町4-5-17

や 159 安田金属興業㈱　貝塚工場 大阪府貝塚市橋本20-2

543 ㈱ヤマグチ 大阪府和泉市太町209-5

574 ㈱山崎商店 大阪府泉大津市本町1-1

98 ヤンマーエネルギーシステム㈱　大阪支社 兵庫県尼崎市潮江1-3-30

ゆ 600 ㈱夢工房 大阪府泉大津市我孫子131

よ 212 吉田機電㈱　大阪支店 大阪府大阪市東成区東小橋1-15-19

188 ㈱米田商店 大阪府堺市堺区大仙西町6-181-1

わ 582 ワコー防災㈱ 大阪府和泉市箕形町6-442-1

265 和正産業㈱　和歌山支店 和歌山県和歌山市十二番丁12


