
№ 会社名 所在地
あ 126 アイテック㈱ 大阪府大阪市北区梅田3-3-10

421 赤沢産業㈱ 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-32 新大阪アーズビル
46 ㈱アカツキ 大阪府堺市東区日置荘西町3-5-2
422 ACST-CS㈱ 大阪府大阪市中央区道修町1-2-17
289 アジア航測㈱　大阪支店 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30
268 ㈱アレイサービス 大阪府東大阪市若江南町5-2-38

い 374 泉谷電機工事㈱ 大阪府泉大津市北豊中町2-3-1
319 泉環境整備㈱ 大阪府泉大津市臨海町2-1
150 ㈱泉クリーンサービス 大阪府和泉市箕形町3-10-10
73 泉興業㈱ 兵庫県尼崎市東七松町1-15-20
407 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
305 ㈱イノウエ商事 大阪府泉大津市我孫子2-4-20
326 ㈱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 77 ㈱ヴァイオス 和歌山県和歌山市西庄295-9
286 ㈱ウエスコ　関西支社 大阪府大阪市中央区大手通2-2-13
179 ㈱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
88 ㈱内田洋行　大阪支店 大阪府大阪市中央区和泉町2-2-2

え 146 ㈱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
236 ㈱エイビック 大阪府和泉市黒鳥町3-4-8
45 ㈱エー・エス・ジー 大阪府堺市東区日置荘西町3-5-3
25 ㈱エコ・テクノ　枚方支店 大阪府枚方市北山1-54-55
115 エスク㈱ 大阪府大東市三箇4-18-18
283 ㈱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
336 NECネッツエスアイ㈱　関西支社 大阪府大阪市中央区城見1-4-24
234 エヌエス環境㈱　西日本支社 大阪府吹田市垂水町2-36-27
36 NTT・TCリース㈱　関西支店 大阪府大阪市中央区平野町2-3-7アーバンエース北浜ビル

344 Nビルテック㈲ 大阪府堺市美原区平尾2407-3
お 333 近江度量衡㈱ 滋賀県草津市東矢倉3-11-70

238 応用地質㈱　関西事務所 大阪府大阪市淀川区田川北2-4-66
320 ㈱大阪グリーンセンター 大阪府和泉市万町149
158 大阪鋼灰㈱ 兵庫県尼崎市長洲中通1-1-1
342 大阪設備管理㈱ 大阪府堺市堺区出島海岸通4-7-16
111 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
417 大杉電器商会 大阪府和泉市内田町2-6-18
8 大鳥産業㈱ 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4

か 145 ㈱会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町16
117 海南エンジニアリング㈱ 愛知県愛西市本部田町鴨田83-6
142 ㈱カンキョウ 大阪府大阪市中央区南船場1-11-9長堀八千代ビル
86 環境計測㈱ 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84
439 ㈱環境ソルテック 兵庫県高砂市荒井町新浜1-2-1
7 環境テクノス㈱　大阪支店 大阪府守口市藤田町2-15-10-201
80 ㈱かんこう　大阪支店 大阪府大阪市城東区野江1-12-8
165 一般財団法人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
27 関西機設㈱ 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-12-4
239 関西工業㈱ 大阪府堺市堺区松屋町2-63-2
406 一般財団法人関西電気保安協会　貝塚営業所 大阪府貝塚市半田745-1
40 ㈱KANSOテクノス 大阪府大阪市中央区安土町1-3-5

21-2 ㈱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
50 ㈱カンポ 京都府京都市伏見区羽束師古川町233

き 162 キャリアマネジメントコンサルティング㈱ 大阪府大阪市西区京町堀2-2-1スミタビル5F
37 ㈱共進 大阪府高石市綾園3-14-1
313 ㈱ぎょうせい　関西支社 大阪府大阪市中央区谷町3-1-9
22 極東開発工業㈱ 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45

役 務



№ 会社名 所在地

役 務

92 極東サービスエンジニアリング㈱ 東京都品川区東品川3-15-10
241 極東サービス㈱　大阪営業所 兵庫県尼崎市東難波町5-9-1
61 ㈱近畿印刷センター 大阪府柏原市本郷5-6-25
312 一般財団法人近畿健康管理センター　大阪事業部 大阪府大阪市淀川区西宮原1-3-5
400 近畿電気消防保安㈱ 大阪府大阪市北区梅田3-3-10
343 近畿ビルサービス㈱ 大阪府富田林市錦織北1-16-38
56 近畿ビルテクノ㈱ 大阪府大阪狭山市池之原3-1017-2
119 きんでん関西サービス㈱ 大阪府大阪市東成区東小橋1-13-13

く 187 ㈱国中環境開発 大阪府松原市天美我堂3-67-1
273 ㈱グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場1-17-11
442 ㈱クリーンステージ 大阪府和泉市テクノステージ2-3-30
243 ㈱クリタス　西日本支社 大阪府高槻市芥川町1-7-26
310 ㈱車谷 大阪府泉大津市式内町10-22
309 車谷環境設備㈱ 大阪府泉大津市昭和町10-25

け 330 ㈱ケイディーエス 大阪府大阪市北区南森町2-4-1
84 KOSネットワーク㈱　大阪支店 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3
267 ㈱KGS 大阪府堺市中区深井清水町3761

こ 17 興和化学産業㈱ 大阪府堺市東区草尾309-2
264 国際航業㈱　大阪支店 大阪府大阪市中央区南船場2-3-2
308 ㈱国府 大阪府堺市東区日置荘原寺町407-1
266 小西防災設備㈱ 大阪府堺市堺区旭ケ丘南町4-4-34

さ 316 ㈱坂本 大阪府堺市北区金岡町2553-1
54 ㈱サクセス 大阪府泉佐野市上町1-4-10
361 ㈱サトウ保険事務所 大阪府泉佐野市上町3-1-10
379 三星広芸㈱ 大阪府泉大津市板原町4-16-14
285 ㈱サンダ 大阪府堺市北区金岡町704-1
10 サンテクノサービス㈱ 大阪府大阪市北区南森町2-4-32
35 三雄化工㈱ 大阪府大阪市中央区淡路町1-5-10
446 三和シヤッター工業㈱　堺統括営業所 大阪府堺市西区鳳北町7-26

し 20 ㈱G-Place　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13F

134 JFE条鋼㈱　水島製造所 岡山県倉敷市水島川崎通1-5-2
262 ㈱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）
376 ㈱治兵衛 大阪府和泉市若樫町158-7
192 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
98 ㈱島津製作所　関西支社 大阪府大阪市北区芝田1-1-4
359 ジャパンクリーンシステム㈱ 大阪府堺市南区高尾1-605-3
167 ㈲松和メンテナンス 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北2-12-59
358 ㈱神農 大阪府泉大津市池浦町5-10-11

す 445 ㈱スイタ情報システム　大阪本社 大阪府大阪市北区大淀中2-1-1
375 助松モータース㈱ 大阪府高石市千代田6-2-16
194 ㈱隅谷商店 大阪府東大阪市渋川町2-3-14

せ 287 ㈱セイワプラント　堺支店 大阪府堺市金岡町704-3
302 成和緑地建設㈱ 大阪府和泉市黒鳥町3-25-22
59 世界産業㈱　和泉支店 大阪府和泉市肥子町2-53-307
284 世和建設㈱ 大阪府堺市堺区甲斐町西2-2-23
360 ㈱泉紅園 大阪府高石市東羽衣7-5-6-201
364 ㈱泉北清掃 大阪府高石市取石2-36-44
259 ㈱ゼンリン　関西支社 大阪府大阪市西区川口3-3-9

そ 19 ㈱総合環境計画　大阪支社 大阪府大阪市西区立売堀1-3-13
130 ソーシャルアドバンス㈱ 兵庫県神戸市中央区東町123-1
271 曽我㈱ 大阪府大阪市中央区道修町1-6-7

た 198 第一法規㈱ 東京都港区南青山2-11-17
440 大栄環境㈱ 大阪府和泉市テクノステージ2-3-28
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18 ㈱ダイカン 大阪府大阪市鶴見区焼野3-2-79
335 ダイキン工業㈱ 大阪府大阪市北区錦町4-82
204 大興機工㈱ 大阪府東大阪市長田東5-1-14
248 ㈱ダイシン 兵庫県川西市久代1-10
209 大東衛生㈱ 大阪府大阪市東成区大今里西1-19-38
388 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高石市役所別館2階
199 高石防災センターかた庄 大阪府高石市高師浜3-20-30
69 ㈱タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町2-2-33

232-2 ㈱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
85 ㈱タツタ環境分析センター 大阪府東大阪市岩田町2-3-1

ち 197 ㈱地域経済研究所 大阪府大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館5階

110 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 169 ㈱辻本 大阪府大阪市平野区瓜破1-12-31

251 辻義設備工業㈱ 大阪府貝塚市堀3-11-2
419 ツツイフォークリフト㈱ 大阪府岸和田市南町7-9

て 112 ㈱デイケイケイサービス関西 大阪府門真市宮前町1-6
122 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
164 DINS関西㈱ 大阪府堺市西区築港新町1-5-38
211 テスコ㈱ 東京都千代田区西神田1-4-5
71 テックス・カンポ㈱ 京都府京都市伏見区羽束師古川町243
252 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 109 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
254 ㈱東京リーガルマインド　大阪法人事業本部 大阪府大阪市北区茶屋町1-27
206 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
203 東洋メンテナス㈱ 大阪府東大阪市本庄西1-10-24
201 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
106 東和クリーナー㈲ 大阪府大阪市西淀川区大和田4-1-16
60 ㈱トキト 大阪府堺市中区土師町4-5-17
202 都市クリエイト㈱ 大阪府高槻市上田辺町19-8

な 412 ㈱中尾清掃 大阪府高石市東羽衣7-3-17
265 ナブコドア㈱　堺営業所 大阪府堺市堺区甲斐町西3-3-8

に 247 西歓興業㈱ 大阪府堺市堺区松屋町2-63-2
345 西商㈲ 大阪府富田林市新家2-25-3
272 西日本電信電話㈱　大阪支店 大阪府大阪市西区阿波座2-1-11
390 日産大阪販売㈱ 大阪府泉大津市穴田77-1
221 日東カストディアル・サービス㈱　大阪営業部 大阪府大阪市中央区日本橋2-9-16
47 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
427 日本通運㈱　大阪支社 大阪府大阪市北区中津5-4-10
233 日本電気㈱　関西支社 大阪府大阪市中央区城見1-4-24
75-2 ㈱日本管財環境サービス　大阪支店 兵庫県西宮市池田町9-7
278 日本昇降機㈱ 大阪府大阪市城東区東中浜6-17-18
96 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
328 ㈱ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20

の 125 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 230 パシフィックコンサルタンツ㈱　大阪本社 大阪府大阪市北区堂島浜1-2-1

12 ㈱パスコ　大阪支店 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3
229 八光海運㈱ 大阪府南河内郡河南町大字一須賀453-1
324 ㈱阪南ビジネスマシン 大阪府堺市中区深井北町3275
369 阪和消防㈱ 大阪府高石市取石3-15-52

ひ 281 ㈱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
70 ㈱日吉 滋賀県近江八幡市北ノ庄町908

ふ 81 ㈱ファノバ 大阪府大阪市北区梅田1-2-2-1200
132 ㈲福商リサイクル 大阪府八尾市西高安町5-32-4
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157 ㈱フクショー 大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25
282 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
258 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
44 富士ゼロックス大阪㈱　公共文教営業部 大阪府大阪市中央区今橋2-5-8
231 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
275 フジテック㈱　近畿統括本部 大阪府茨木市庄1-28-10
82 富士電機㈱　関西支社 大阪府大阪市北区大深町3-1
257 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
295 ㈱プラソル 大阪府大阪市西区京町堀1-3-3 肥後橋パークビル6階
438 ㈱ふわふわ 大阪府茨木市清水1-34-12

へ 447 ペーパーテック 大阪府堺市北区新金岡町3-3-13-401
341 ペンタフ㈱ 大阪府大阪市北区大淀中1-7-10

ほ 270 ㈱豊国昭和起重機製作所 大阪府大阪市西成区津守3-3-1
307 ㈱朋和 大阪府堺市東区日置荘原寺町407-1

ま 170 松井建設㈱ 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北2-12-59
166 ㈱マツイコーポレーション 大阪府和泉市井ノ口町2-20
15 ㈱松阪電子計算センター 三重県松阪市石津町字地藏裏353-1
128 ㈱松田商店 和歌山県和歌山市西河岸町46
398 ㈱丸岡 大阪府和泉市上町95

み 441 三重中央開発㈱ 三重県伊賀市予野字鉢屋4713
65 ㈱水原土木 大阪府和泉市幸2-10-27
66 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
160 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
263 ㈱南大阪電子計算センター 大阪府貝塚市脇浜4-2-22
120 南近畿TCM㈱ 大阪府堺市西区草部1591-1

め 105 ㈱明光 和歌山県海南市下津町下津3080-1
301 ㈱明西エンジニアリング 大阪府東大阪市中新開2-4-7
95 ㈱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
57 鳴和環境㈱ 大阪府泉南市樽井3-23-23oneビル103号
205 明和電気防災㈱ 大阪府八尾市佐堂町1-1-4
161 ㈱メット 大阪府堺市中区土師町4-5-17

や 168 安田金属興業㈱　貝塚工場 大阪府貝塚市橋本20-2
386 ㈱山崎商店 大阪府泉大津市本町1-1
227 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 418 ㈱夢工房 大阪府泉大津市我孫子131
よ 104 吉田機電㈱　大阪支店 大阪府大阪市東成区東小橋1-15-19

121 ㈱米田商店 大阪府堺市堺区大仙西町6-181-1
わ 351 ワコー防災㈱ 大阪府和泉市箕形町6-442-1


