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№ 会社名 業種 所在地

1 I・NEST有限会社 保険代理店業 神戸市
2 社会福祉法人あかね 介護・保育業 尼崎市
3 株式会社イーエスプランニング 不動産サービス業 神戸市
4 株式会社イナハラ 小売業 神戸市
5 ウオクニ株式会社 集団給食、食品製造 神戸市
6 梅本産業株式会社 卸売業 神戸市
7 株式会社エムエスケイ 小売業 神戸市
8 奥井電機株式会社 電気機械器具製造業 神戸市
9 株式会社奥谷金網製作所 製造業 神戸市
10 株式会社カスカード 製造小売・飲食業 西宮市
11 カネカソーラーテック株式会社 電気機械器具製造業 豊岡市
12 亀喜工業株式会社 工業用ゴム製品その他の卸売販売業 神戸市
13 株式会社川嶋建設 建設業 豊岡市
14 木下製罐株式会社 金属製品製造業 加古郡稲美町
15 株式会社キョウワ 卸売業 豊岡市
16 旭光電機株式会社 電気機械器具製造業 神戸市
17 株式会社銀波荘 温泉旅館 赤穂市
18 光青工業株式会社 印刷業 神戸市
19 神戸合成株式会社 製造業 小野市
20 神戸洗管工業株式会社 管工事業・建築リフォーム工事業 神戸市
21 株式会社神戸凬月堂 菓子製造卸販売 神戸市
22 株式会社神戸物産 卸小売業 加古郡稲美町
23 株式会社コープフーズ 食品の製造・販売業 加古郡稲美町
24 コスモ石油販売株式会社　京阪神カンパニー 石油製品販売小売業 神戸市
25 コンフィット株式会社 サービス業 神戸市
26 株式会社佐藤印刷所 印刷業 神戸市
27 株式会社三洋航空サービス 旅行業 神戸市
28 山陽電気鉄道株式会社 運輸業 神戸市
29 株式会社G-7ホールディングス 小売・流通業 神戸市
30 株式会社シーナ 介護事業 神戸市
31 株式会社JF兵庫県生花 花き卸売市場業 神戸市
32 株式会社シマブンコーポレーション 金属精錬業 神戸市
33 株式会社清水 卸売・小売業 神戸市
34 株式会社清水設計事務所 機械設計業 神戸市
35 神姫産業株式会社 卸売業 神戸市
36 神港魚類株式会社 水産物卸売業 神戸市
37 新日本溶業株式会社 金属製品製造業 神戸市
38 株式会社神陵文庫 小売業 神戸市
39 有限会社親和創美 販売業 三木市
40 双和化学産業株式会社 防水材製造業・化学製品卸売業 神戸市
41 第一電子株式会社 OA・IT総合商社 神戸市
42 株式会社大匠 建設業 神戸市
43 太平ビルサービス株式会社神戸支店 ビルメンテナンス業 神戸市
44 株式会社千代田精機 一般機械器具製造業 神戸市
45 東亜外業株式会社 金属製品製造業 神戸市
46 株式会社トップマン 商社 三木市
47 株式会社トモエシステム／株式会社巴商会 卸売業 神戸市
48 中嶋石油株式会社 小売業 神戸市
49 株式会社中の坊・有馬グランドホテル ホテル・旅館業 神戸市
50 西尾レントオール株式会社 建設機械賃貸業 神戸市
51 西村株式会社 石油卸売業 神戸市
52 社会福祉法人のじぎく福祉会 社会福祉事業 加古川市
53 株式会社パークリフテックサトウ エレベーター保守 神戸市
54 ハニー化成株式会社 化学工業 神戸市
55 株式会社阪技 技術サービス業 高砂市
56 日笠工業株式会社 その他の鉄鋼業 神戸市
57 兵庫開発株式会社 サービス業 神戸市
58 日和山観光株式会社 総合観光事業 豊岡市
59 プレテック株式会社 製造業 神戸市
60 株式会社本庄商会 建設業 神戸市
61 マサニ電気株式会社 家電製品販売 神戸市
62 株式会社松尾モータース 自動車関連業 神戸市
63 松谷海苔株式会社 食品製造業 神戸市
64 株式会社松原製餡所 製餡業 神戸市
65 マルナガロジスティクス株式会社 総合物流業 神戸市
66 株式会社マルハチ 小売業 神戸市
67 丸文ウエスト株式会社 卸売業 神戸市
68 株式会社マルヤナギ小倉屋 食品製造業 神戸市
69 宮村産業株式会社 小売・サービス業 神戸市
70 株式会社御幸システム ソフトウェア開発 神戸市
71 三輪運輸工業株式会社 鉄鋼、物流業 神戸市
72 六菱ゴム株式会社/日本ヴィクトリック株式会社 製造業 神戸市
73 桃井製網株式会社 製造業 赤穂市
74 モリス株式会社 サービス業 高砂市
75 株式会社モンロワール 食品販売業 神戸市
76 寄神建設株式会社 建設業 神戸市
77 ライフコア株式会社 小売業 神戸市
78 六甲山観光株式会社 鉄道業・各種レジャー業 神戸市
79 WSG株式会社 自動車ガラス関連の販売・サービス・施工業 神戸市
80 株式会社ワンステップ 総合通信販売・商社 姫路市
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