第９回 阪神間４商工会議所大交流会 参加者名簿 （1/10現在） 248社 355名
Ｎｏ 所属

事業所（団体）名

ＵＲＬ

業種

1

尼崎 アイリスオーヤマ株式会社

製造業

2

尼崎 音羽電機工業株式会社

3

尼崎 近畿エア・ウォーター株式会社 尼崎営業所

製造業

4

尼崎 クローバーパッケージ株式会社

製造業

5

尼崎 株式会社スギモト

製造業

6

尼崎 大東精機株式会社

http://www.daito-seiki.com

製造業

7

尼崎 日成化学鍍金工業株式会社

http://www.nissei-mp.co.jp

製造業

8

尼崎 パーカー加工株式会社 阪神工場

http://www.parker.kako.co.jp

製造業

9

尼崎 長谷川電機工業株式会社

http://www.hasegawa-elec.co.jp

製造業

10 尼崎 株式会社ヤマシタワークス

http://www.yamashitaworks.co.jp/

製造業

11 尼崎 理想科学工業株式会社

https://www.riso.co.jp/

製造業

https://www.otowadenki.co.jp/

製造業

12 西宮 兵田印刷工芸株式会社

製造業

13 西宮 フルノライフベスト株式会社

製造業

14 西宮 北斗電子工業株式会社

http://www.hokuto-ele.co.jp/

製造業

15 伊丹 有限会社池田サービス

製造業

16 伊丹 大谷製缶産業株式会社

製造業

17 伊丹 株式会社Giebel

製造業

18 伊丹 株式会社木村電機製作所

http://kimuraec.co.jp

製造業

19 伊丹 三輪工機株式会社

http://www.sanwa-kk.jp

製造業

20 伊丹 大食加工株式会社

製造業

21 伊丹 株式会社タイチク

http//www.taichiku.co.jp

製造業

22 伊丹 千原商工株式会社

http://www.csc-brs.com

製造業

23 伊丹 株式会社デイリー食品
24 伊丹 東リ株式会社

製造業
http://www.toli.co.jp

製造業

25 伊丹 パック・ミズタニ株式会社

製造業

26 伊丹 株式会社パテックササキ

製造業

27 伊丹 松谷化学工業株式会社

製造業

28 宝塚 株式会社 今里食品

http://imazato-foods.co.jp/

製造業

29 宝塚 金井重要工業株式会社不織布製造所

http://www.kanaijuyo.co.jp/

製造業

30 宝塚 神谷興産株式会社

www.b-mall.ne.jp/compaany/kkb-kamitanikosan/

製造業

31 宝塚 コーエイテクノ

製造業

32 宝塚 新明和工業株式会社

http://www.shinmaywa.co.jp

製造業

33 宝塚 TOA株式会社

http://www.toa.co.jp/

製造業

34 宝塚 株式会社ハイレックスコーポレーション

http://www.hi-lex.co.jp/

製造業

35 尼崎 OiL in Style

小売業

36 尼崎 株式会社日興商会

小売業

37 尼崎 プライスイノベーション

小売業

38 尼崎 ヤンマーエネルギーシステム株式会社 大阪支社

小売業

（その他）
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39 西宮 株式会社伊藤園神戸東支店
40 西宮 クラフトマンエッセンス

小売業
https://craftsman-essence.com/

小売業

41 西宮 生活協同組合コープこうべ第２地区活動本部

小売業

42 西宮 有限会社トリニティ

小売業

43 西宮 ホビーショップガネット

http://www.gannet.jp

小売業

44 宝塚 有限会社宝塚ハム工房

http://takarazukahamkoubou.com

小売業

45 宝塚 ファルコモンテコーポレーション有限会社

http://www.falco-monte.com/company.html

小売業

46 宝塚 株式会社陽春園植物場

http://www.yoshunen.co.jp

小売業

47 尼崎 板倉通信株式会社
48 尼崎 一級建築士事務所plus D architect

建設業
http://plus-d-architect.net/

49 尼崎 有限会社岩崎エンジニア
50 尼崎 株式会社小川電設

建設業
建設業

http://www.ogawa-densetsu.com/

建設業

51 尼崎 小林工業

建設業

52 尼崎 株式会社佐野建築設計事務所

建設業

53 尼崎 株式会社シセイサービス

建設業

54 尼崎 株式会社ジンテック

建設業

55 尼崎 ＮＩＰエンジニアリング株式会社

建設業

56 尼崎 睦ホームサービス

建設業

57 尼崎 株式会社ユニテックハイドランジア

http://us821.saikyou.biz/

建設業

58 西宮 アーキテック株式会社

建設業

59 西宮 株式会社カーサレスト

建設業

60 西宮 甲東サッシ販売有限会社

建設業

61 西宮 株式会社神港テクニ

http://www.sinkot.co.jp

62 西宮 株式会社津田
63 西宮 窓ガラスフィルム貼りハロカ

建設業
建設業

https://haroca.jp/

建設業

64 伊丹 伊丹産業設備株式会社

建設業

65 伊丹 伊丹産業電気工事株式会社

建設業

66 伊丹 株式会社オーエスコーポレーション

建設業

67 伊丹 有限会社関西緑化Ｌ.M.

建設業

68 伊丹 株式会社ダイイチコンストラクション

http://daiichi-con.co.jp/

建設業

69 伊丹 株式会社日本アクシス

http://www.nihonaxis.com

建設業

70 宝塚 奥本電気株式会社

www.okumoto-electric.jp

建設業

71 宝塚 協和技研メンテナンス株式会社

www.kyouwagiken.com

建設業

72 宝塚 株式会社司興業

http://www.tukasa-kougyou.co.kp

建設業

73 宝塚 株式会社売布建設

http://www.mefukensetsu.co.jp/

建設業

74 尼崎 株式会社伊藤園 伊丹支店
75 尼崎 有限会社エスコム

卸売業
http://www.es-com.co.jp

76 尼崎 株式会社 勝進
77 尼崎 株式会社播摩商会

卸売業
卸売業

https://harima-syokai.com

卸売業
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78 西宮 イシハラメディカル株式会社

卸売業

79 西宮 合資会社ヘルス・テラモト（寺本環境経済研究所）

卸売業

80 伊丹 伊丹産業株式会社

卸売業

81 伊丹 株式会社レミアノ

卸売業

82 尼崎 株式会社アイル

http://www.ill.co.jp

その他

情報通信

83 尼崎 弁護士法人 青空

http://sanda.amagasaki-aozora.jp/

その他

弁護士

その他

保険

84 尼崎 アフラック代理店
85 尼崎 尼崎商工会議所起創会

http://www.ama-kisoukai.com/

その他

異業種団体

86 尼崎 尼崎商工会議所サムライ研究会

http://ama-samurai.com/index.php

その他

コンサルタント

87 尼崎 尼崎信用金庫

その他

金融業

88 尼崎 尼崎信用金庫 大庄支店

その他

金融業

89 尼崎 尼崎信用金庫 潮江支店

その他

金融業

90 尼崎 尼崎信用金庫 園田支店

その他

金融業

91 尼崎 尼崎信用金庫 立花北支店

その他

金融業

92 尼崎 尼崎信用金庫 塚口支店

その他

金融業

93 尼崎 尼崎信用金庫 長洲支店

その他

金融業

94 尼崎 尼崎信用金庫 東難波支店

その他

金融業

95 尼崎 尼崎信用金庫 武庫之荘支店

その他

金融業

96 尼崎 尼髙運輸株式会社

その他

物流

97 尼崎 有限会社エイ・ブイ・ワールド

その他

不動産賃貸

その他

コンサルタント

その他

個人貿易業者

その他

人材派遣業

101 尼崎 コピーライター 松井貴代

その他

広告制作・セミ
ナー講師

102 尼崎 佐藤有公認会計士事務所

その他

コンサルティング

103 尼崎 ジェイサポートエンジニア株式会社

その他

機械等修理業

104 尼崎 株式会社識学

その他

コンサルタント

98 尼崎 有限会社 大西マネジメント・ソリューション

http://oms-corp.co.jp

99 尼崎 貴商産業
100 尼崎 株式会社グローバルキャスト

http://www.globalcast.co.jp

105 尼崎 社労士・行政書士合同事務所オフィスＨ＆Ｍ

http://office-h-m.com

その他

社会保険労務士

106 尼崎 総合葬祭 千の風

https://1000kaze.jp/

その他

葬祭業

107 尼崎 社会保険労務士 辻綜合事務所

その他

社会保険労務士

株式会社東海日動パートナーズかんさい
108 尼崎
神戸支店阪神支社

その他

金融保険業

109 尼崎 東京海上日動火災保険株式会社

その他

損害保険

その他

社会保険労務士

111 尼崎 西経営企画株式会社

その他

コンサルタント

112 尼崎 株式会社日本政策金融公庫 尼崎支店

その他

金融業

113 尼崎 はなみずき事業協同組合

その他

外国人技能実習
生監理団体

その他

司法書士

その他

金融保険業

110 尼崎 中薗総合労務事務所

114 尼崎 はる法務事務所

https://nakazono-office.net/

https://haru-houmujimusyo.com/

115 尼崎 阪神ファイナンシャルプランナーズ事務所
116 尼崎 兵庫県行政書士会阪神支部

http://hanshin.hyogokai.or.jp

その他
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117 尼崎 協同組合 兵庫県保険鍼灸師会

その他

療養費取扱

118 尼崎 ファースト住建株式会社

その他

不動産業

119 尼崎 フィリップモリスジャパン合同会社

https://www.pmi.com

その他

たばこ事業

120 尼崎 まのかわ事務所

http://www.mano-gym.jp/

その他

社会保険労務士

121 尼崎 株式会社みずほ銀行 尼崎支店

その他

金融業

122 尼崎 株式会社 みなと銀行

その他

123 尼崎 株式会社レクシス

https://www.rexis.co.jp

その他

ソフトウェア開発
業

124 尼崎 株式会社ワールドビジネスパートナー

http://www.wbp-jinzai.com

その他

人材サービス

125 西宮 アートオフィス ポルト

https://www.ao-porto.jp/

その他

広告デザイン代
理店業

126 西宮 尼崎信用金庫

http://www.amashin.co.jp/

その他

金融業

127 西宮 尼崎信用金庫 西宮支店

http://www.amashin.co.jp/

その他

金融業

128 西宮 エヴィス労務コンサルティング

http://evis-service.com

その他

士業

129 西宮 株式会社オーディン

http://www.odin110.co.jp

その他

危機管理コンサ
ルティング

その他

電気業

130 西宮 関西電力株式会社兵庫支社
131 西宮 行政書士イージス法務事務所

https://pro.ekiten.jp/pro_169053/

その他

士業

132 西宮 ケイト土地家屋調査士事務所

https://kate-lhi.com/

その他

士業

133 西宮 神戸新聞社阪神総局

https://www.kobe-np.co.jp/

その他

マスコミ

134 西宮 サンキューガレージ株式会社

http://www.39garage.net/

その他

トラックのレンタ
カー及び販売

135 西宮 スマイル行政書士事務所

http://www.smilehanshin.com/

その他

士業

その他

IT・ソフトウェア

136 西宮 株式会社デジプレート
137 西宮 特許業務法人いしい特許事務所

http://www.patishii.jp

その他

特許業

138 西宮 能登社会保険労務士事務所

http://noto-sr.wixsite.com/noto-sr

その他

特定社会保険労
務士

139 西宮 阪神友愛食品株式会社

http://www.hanshin-yuai.co.jp/

その他

140 西宮 久武正明建築設計事務所
141 西宮 兵庫県行政書士会阪神支部

その他
hanshin.hyogokai.or.jp

その他

142 西宮 ひろた行政書士 花信風 辻村さおり事務所

その他

143 西宮 ファン学院

その他

語学教室

144 西宮 みなと銀行

その他

金融業

145 西宮 山田哲也写真事務所

http://www.ymd.ne.jp

その他

写真撮影

146 伊丹 尼崎信用金庫

http://www.amashin.co.jp

その他

金融業

147 伊丹 尼崎信用金庫 伊丹支店

http://www.amashin.co.jp

その他

金融業

その他

銀行業

149 伊丹 伊丹産業ビバレッジ株式会社

その他

飲食業

150 伊丹 一般社団法人伊丹青年会議所

その他

148 伊丹

株式会社池田泉州銀行
リレーション推進部地域創生室

151 伊丹 ESPERANZA SPORTS BOXINGGYM

www.esperanzaboxing.jp

152 伊丹 株式会社JYU
153 伊丹 但馬銀行 神戸法人営業部

http://www.tajimabank.co.jp

その他

接客業

その他

一般貨物自動車
運送業

その他

金融業

154 伊丹 春名・田中・細川法律事務所

その他

155 伊丹 兵庫県共済協同組合

その他
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156 伊丹 兵庫県行政書士会阪神支部

hanshinhyogokai.or.jp

その他

157 伊丹 プロキュアサポート

その他

コンサルタント業

158 伊丹 株式会社Bonton

その他

不動産業、サー
ビス業

その他

金融

その他

放送業

159 宝塚 尼崎信用金庫宝塚支店

http://www.amashin.co.jp/

160 宝塚 株式会社エフエム宝塚
161 宝塚 行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所

http://www.office-nagai.net/

その他

行政書士・社労
士事務所

162 宝塚 生活協同組合コープこうべ第1地区活動本部

https://www.kobe.coop.or.jp/

その他

生活協同組合

163 宝塚 兵庫県行政書士会阪神支部

http://www.hanshin.hyogokai.or.jp

その他

行政書士

164 宝塚 株式会社ファミリーエイジェンシー

https://www.aflac-shop.com/hp/3001265-002/

その他

保険業

165 宝塚 株式会社RAZKA

https://razka.jp/

その他

採用コンサル

その他

社会保険労務士

166 宝塚 リアライ社会保険労務士事務所
167 尼崎 株式会社アグリスインターナショナル

サービス業

168 尼崎 尼崎城盛り上げ隊

サービス業

169 尼崎 アンジェロトラベル

https://www.angelo-services.com/

サービス業

170 尼崎 特許業務法人 いしい特許事務所

http://www.patishii.jp

サービス業

171 尼崎 株式会社ＥＤＧＥ

サービス業

172 尼崎 株式会社オフィスM

サービス業

株式会社近鉄・都ホテルズ 都ホテルニューアルカ
173 尼崎
イック

サービス業

174 尼崎 有限会社 シニアケア

http://senior-care.co.jp

サービス業

175 尼崎 株式会社神姫トラベル

サービス業 旅行業

176 尼崎 株式会社摂陽自動車販売

サービス業

177 尼崎 綜合警備保障株式会社 阪神支社

サービス業

178 尼崎 株式会社ダイキアクシス

サービス業

179 尼崎 株式会社大道プロミネンス

サービス業

180 尼崎 トライスター株式会社

https://www.tristar-dmc.biz

サービス業

181 尼崎 Ｔ＆Ｋ経営企画コンサルティングＲep office

サービス業

182 尼崎 株式会社徳島銀行 尼崎支店

サービス業

183 尼崎 医療法人健昭会 なにわ病院

http://www.naniwabyouin.jp/kanren.html

サービス業

184 尼崎 ノースＦＰオフィス

https://www.ifa-kitada.com/

サービス業

185 尼崎 社労士事務所ハーベスト

https://www.harvest.bz/

サービス業

186 尼崎 株式会社花屋敷ゴルフ倶楽部

サービス業

187 尼崎 株式会社阪急阪神ビジネストラベル

http://www.hhbt.co.jp/

サービス業

188 尼崎 PC Support Kenzo

https://www.alpcs.net/

サービス業

189 尼崎 株式会社ビッグバレーインターナショナル

https://bvi.jp

サービス業

190 尼崎 フラッシュモブ大阪 サプライズSinn

サービス業

191 尼崎 医療法人社団薫会 フローリス介護老人保健施設 http://www.floris-care.jp

サービス業

192 尼崎 マーケティングコンサルタントＨＥＡＤ

サービス業

193 尼崎 株式会社マイナビ

サービス業

194 尼崎 株式会社未来工房

サービス業
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195 尼崎 武庫川自動車学園

http://www.mukogawa-ds.co.jp/

196 尼崎 メディカルサポート協同組合

サービス業
サービス業

197 尼崎 もみほぐし～や・もみん

http://momi-momin.com/

サービス業

198 尼崎 有限会社ライン

https://www.line55.jp/

サービス業

199 尼崎 税理士法人LINK

サービス業

200 尼崎 ＹＭＥシステム

サービス業

201 西宮 株式会社ICC

https://nishinomiya.keizai.biz/

サービス業

202 西宮 Ｗｉｌｌ Ｊａｐａｎ Ｎｅｔ

http://willjapannet.com/

サービス業

203 西宮 株式会社ウエダ

http://www.ueda-group.co.jp/

サービス業

204 西宮 株式会社エムエスティー

http：//www.mst-ag.co.jp

サービス業

205 西宮 オフィスアグリ行政書士事務所

サービス業

206 西宮 オフィスデイジー

サービス業

207 西宮 ｏｆｆｉｃｅ ｌｏｋｋｉ

http://www.office-lokki.com

サービス業

208 西宮 賀川グラフィックデザイン事務所

サービス業

209 西宮 関西興業株式会社

サービス業

210 西宮 こころ・からだ・すこやか体操企画

https://www.sukoyaka-taiso.com/

サービス業

211 西宮 笹倉鉄平ちいさな絵画館

http://www.kaigakan-teppei.net/

サービス業

212 西宮 サンリーフ合同事務所

http://www.toukioffice.com

サービス業

213 西宮 トータルマナー株式会社

http://www.manner.co.jp

サービス業

214 西宮 Bananafactory
215 西宮 Fitness Life スタジオカレン

サービス業
https://st-karen.com

サービス業

216 西宮 松総観光開発株式会社

サービス業

217 西宮 ミドリライフサービス株式会社

サービス業

218 西宮 読売ゴルフ株式会社

http://www.yomiurigolf.co.jp

サービス業

219 西宮 松田 昌明

https://www.kobengoshi.com/

サービス業

220 伊丹 アクサ生命保険株式会社

www.axa.co.jp

サービス業

221 伊丹 株式会社イワセ 関西支社

http://www.iwase-plating.co.jp

サービス業

222 伊丹 エムケイサービス

サービス業

223 伊丹 有限会社河本カメラサービス

サービス業

224 伊丹 Cutte Line

サービス業

225 伊丹 結婚相談所エトワールItami

http://etoile-itami.com

サービス業

226 伊丹 阪口デザイン事務所

s-design-o.com

サービス業

http://sr-sts.com

サービス業

227 伊丹

社会保険労務士事務所
STSサービスオフィス

228 伊丹 株式会社スリーエス

サービス業

229 伊丹 大正銀行 伊丹支店

サービス業

230 伊丹 株式会社ティ・エフ・ピー

サービス業

231 伊丹 株式会社中武不動産

サービス業

232 伊丹 No.2works

https://no2works.com/

サービス業

233 伊丹 株式会社ハーテック

http://heartec.co.jp

サービス業
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234 伊丹 株式会社パトナ
235 伊丹 株式会社速水葬祭

サービス業
http://www.hayamisousai.co.jp

サービス業

236 伊丹 医療法人社団 豊明会

サービス業

237 伊丹 もてなしつつ井

サービス業

238 伊丹 山田企画事務所

http://www.yamada-kikaku.com

239 伊丹 ルソワン

サービス業
サービス業

240 宝塚 株式会社アアク設計

http://mto-hd.haru.gs/

サービス業

241 宝塚 特許業務法人いしい特許事務所

http://www.patishii.jp

サービス業

242 宝塚 海田工業株式会社

http://www.kaida.co.jp

サービス業

243 宝塚 すみれ労務経営事務所
244 宝塚 電動の乗物屋さん

サービス業
info@elemotors-asahi.jp

サービス業

245 宝塚 株式会社阪神阪急ホテルズ 宝塚ホテル

サービス業

246 宝塚 有限会社丸眞商会

サービス業

247 宝塚 株式会社宮本工務設計事務所ＨＤ

http://mto-hd.jp/

サービス業

248 宝塚 株式会社森原システムエンジニアリング

http://www.morihara.jp

サービス業

