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(令和4年01月12日現在)

会社名 会社名

株式会社ISスリッター 京都府 京都市南区吉祥院嶋川原田町 オイレス工業株式会社 神奈川県藤沢市桐原町

株式会社アイ・エフ・ビー 東京都 渋谷区渋谷 応用電機株式会社 京都府 城陽市平川中道表

IMSテクノ株式会社 岐阜県 安八郡神戸町大字安次 株式会社大木工藝 滋賀県 大津市中野

株式会社アイケイエス 京都府 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町 大紀商事株式会社 大阪府 大阪市中央区南久宝寺町

アイセイハード株式会社 愛知県 名古屋市中川区三ツ屋町 オークマ株式会社 愛知県 丹羽郡大口町下小口

株式会社AIVICK 京都府 京都市南区八条通大宮西入ル八条町 大阪ガス株式会社 大阪府 大阪市此花区酉島

愛和金属有限会社 京都府 京丹後市大宮町三重 大阪杉本株式会社 大阪府 大阪市中央区安土町

株式会社青木プラス 京都府 宇治市槇島町千足 大阪染工株式会社 大阪府 三島郡島本町山崎

明石機械工業株式会社 兵庫県 加古郡稲美町印南 株式会社大阪ソーダ 大阪府 大阪市西区阿波座

赤穂化成株式会社 兵庫県 赤穂市坂越 大塚電子株式会社 大阪府 枚方市招提田近

朝日航洋株式会社 埼玉県 川越市南台 大槻ポンプ工業株式会社 京都府 綾部市本町

旭ダイヤモンド工業株式会社 東京都 千代田区紀尾井町 大原パラヂウム化学株式会社 京都府 京都市上京区竹屋町通千本東入上る主税町

株式会社旭プレシジョン 京都府 向日市鶏冠井町十相 オーミケンシ株式会社 大阪府 大阪市中央区南本町

株式会社アテック 愛知県 名古屋市東区葵 株式会社大宮日進 京都府 京丹後市大宮町谷内

株式会社アテックス 大阪府 東大阪市加納 株式会社オカムラ 京都府 福知山市字堀下高田

株式会社アドインテ 京都府 京都市下京区新町通四条下る四条町 小川珈琲株式会社 京都府 京都市右京区西京極北庄境町

アドコート株式会社 京都府 相楽郡精華町光台 沖電気工業株式会社 東京都 港区虎ノ門

アドバンテック株式会社 大阪府 大阪市淀川区宮原 株式会社長田野ガスセンター 京都府 福知山市長田野町

株式会社アナテック・ヤナコ 京都府 京都市伏見区下鳥羽平塚町 小谷染工株式会社 京都府 京都市上京区小川通今出川下る針屋町

アムテック株式会社 大阪府 大阪市西区江戸堀 株式会社オプトイノベーション 京都府 京田辺市大住池ノ端

綾部商工会議所 京都府 綾部市西町 株式会社オプト・システム 京都府 京田辺市三山木野神

綾部鉄工工業協同組合 京都府 綾部市西町 おぼろタオル株式会社 三重県 津市上浜町

株式会社アライ 京都府 京都市北区上賀茂岩ケ垣内町 オムロン株式会社 京都府 京都市下京区塩小路通堀川東入

安泰ニット株式会社 大阪府 大阪市旭区中宮 株式会社カイノス 東京都 文京区本郷

株式会社イー・ピー・アイ 京都府 亀岡市大井町並河 株式会社カシフジ 京都府 京都市南区上鳥羽鴨田

株式会社イエローハット 東京都 千代田区岩本町 堅田電機株式会社 滋賀県 大津市真野

生田産機工業株式会社 京都府 京都市伏見区横大路下三栖辻堂町 株式会社片山化学工業研究所　綾部工場京都府 綾部市とよさか町

株式会社イシダ 京都府 京都市左京区聖護院山王町 カトーテック株式会社 京都府 京都市南区西九条唐戸町

株式会社韋城製作所 京都府 京丹後市峰山町四軒 株式会社カネカ 大阪府 大阪市北区中之島

株式会社五鈴精工硝子 大阪府 泉佐野市りんくう往来北 金下建設株式会社 京都府 宮津市字須津

イソライト工業株式会社 ITM事業本部 千葉県 香取郡神崎町武田 株式会社金山精機製作所 京都府 京都市山科区川田清水焼団地町

株式会社イトーキ 大阪府 大阪市中央区平野町 加美電機株式会社 兵庫県 多可郡多可町加美区熊野部

ウインドナビ株式会社 京都府 京都市左京区岩倉南池田町 カワイ電線株式会社 大阪府 大阪市東淀川区小松

上野金属工業株式会社 京都府 京都市伏見区横大路下三栖里ノ内 株式会社関西電業社 京都府 京都市中京区三条通西大路西入三条坊町

株式会社宇佐美修徳堂 京都府 京都市左京区松ヶ崎西山 株式会社北村鉄工所 京都府 京都市南区久世中久世町

株式会社UCHIDA 埼玉県 入間郡三芳町上富 株式会社衣川製作所 京都府 京都市伏見区深草新門丈町

株式会社梅田製作所 京都府 京丹後市峰山町矢田 有限会社木村技研 京都府 久世郡久御山町田井向野

梅田電機株式会社 大阪府 大阪市福島区福島 九州精密工業株式会社 佐賀県 佐賀市久保田町大字久保田

株式会社エイチ・イン・ソリューション 大阪府 大阪市中央区南船場 共進電機株式会社 京都府 京都市下京区七条御所ﾉ内西町

エーシック株式会社 京都府 宇治市広野町西裏 京セラ株式会社 京都府 京都市伏見区竹田鳥羽殿町

株式会社エクセディ鋳造 京都府 福知山市拝師 京セラコミュニケーションシステム株式会社京都府 京都市伏見区竹田鳥羽殿町

SECカーボン株式会社 兵庫県 尼崎市潮江 株式会社ＫＹＯＳＯテクノロジ 京都府 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町

エスケー化研株式会社 大阪府 茨木市中穂積 有限会社京丹後ふるさと農園 京都府 京丹後市網野町島津

株式会社エスディーネットワーク 大阪府 大阪市北区堂島 京都ＥＩＣ株式会社 京都府 久世郡久御山町佐山西ノ口

エス．ラボ株式会社 京都府 京都市伏見区竹田松林町 株式会社京都医療設計 京都府 京都市山科区四ノ宮神田町

NKE株式会社 京都府 京都市伏見区羽束師菱川町 株式会社京都科学 京都府 京都市伏見区北寝小屋町

株式会社エフ・ピー・エス 東京都 江東区枝川 京都機械工具株式会社 京都府 久世郡久御山町佐山新開地

株式会社エマオス京都 京都府 京都市右京区西院西田町 株式会社京都銀行 京都府 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町

株式会社エムアールサポート 京都府 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町 公益財団法人京都高度技術研究所 京都府 京都市下京区中堂寺南町

株式会社Enjoydream Holdings 兵庫県 西宮市甲子園浦風町 京都信用金庫 京都府 京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町
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京都中央信用金庫 京都府 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 株式会社シュルード設計 京都府 京都市伏見区西大手町

京都電機器株式会社 京都府 宇治市槇島町十六 株式会社松風 京都府 京都市東山区福稲上高松町

京都北都信用金庫 京都府 宮津市字鶴賀 株式会社昭和リーブス 京都府 福知山市篠尾新町

京都薬品工業株式会社 京都府 京都市中京区西ノ京月輪町 信越ポリマー株式会社　 埼玉県 さいたま市北区吉野町

京都リサーチパーク株式会社 京都府 京都市下京区中堂寺南町 新晃工業株式会社 大阪府 大阪市北区南森町

キョーラク株式会社 東京都 中央区東日本橋 株式会社新生工業 京都府 久世郡久御山町佐山新開地

旭光精工株式会社 京都府 京都市南区久世殿城町 新内外綿株式会社 大阪府 大阪市中央区備後町

錦城護謨株式会社 大阪府 八尾市跡部北の町 株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション京都府 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町

株式会社クニムネ 大阪府 東大阪市高井田 株式会社ジェイ・エス・ビー 京都府 京都市左京区松ヶ崎今海道町

株式会社久保田ホログラム工房 京都府 宇治市小倉町西畑 株式会社SCREENホールディングス 京都府 京都市上京区堀川通寺之内上る

倉敷紡績株式会社 大阪府 大阪市中央区久太郎町 株式会社砂﨑製作所 京都府 京都市山科区四宮岩久保町

クラブコング株式会社 京都府 長岡京市今里北ノ町 住友重機械ギヤボックス株式会社 大阪府 貝塚市脇浜

株式会社クラレ繊維カンパニー 東京都 千代田区大手町 セイコー化工機株式会社 兵庫県 明石市二見町南二見

株式会社栗本鐵工所 大阪府 大阪市西区北堀江 株式会社セイワ工業 京都府 久世郡久御山町市田新珠城

株式会社黒坂塗装工業所 京都府 綴喜郡宇治田原町大字立川小字金井谷 誓和工具株式会社 京都府 綾部市城山町

クロス工業株式会社 兵庫県 尼崎市南武庫之荘 星和電機株式会社 京都府 城陽市寺田新池

グンゼ株式会社 滋賀県 守山市森川原町 セーフティプラス株式会社 京都府 京都市下京区中堂寺南町

株式会社KED 京都府 南丹市園部町横田 株式会社積進 京都府 京丹後市峰山町長岡

株式会社源兵衛 京都府 舞鶴市福来問屋町 株式会社総合資格　京都支店 京都府 京都市下京区郭巨山町

抗菌化研株式会社 京都府 京都市南区上鳥羽西浦町 株式会社大平電機 京都府 綾部市井倉新町南大橋

コーデンシ株式会社 京都府 宇治市槙島町 太陽金網株式会社 大阪府 大阪市中央区南船場

国産部品工業株式会社 京都府 綾部市城山町 株式会社大洋発條製作所 京都府 福知山市長田野町

コタ株式会社 京都府 久世郡久御山町田井新荒見 株式会社タイヨーアクリス 京都府 亀岡市大井町南金岐重見

コニシ株式会社 大阪府 大阪市中央区道修町 株式会社竹谷商事 大阪府 大阪市阿倍野区晴明通

コムシス株式会社 大阪府 大阪市北区天神橋 竹野酒造有限会社 京都府 京丹後市弥栄町溝谷

互応化学工業株式会社 京都府 宇治市伊勢田町井尻 タテホ化学工業株式会社 兵庫県 赤穂市加里屋字加藤

サイエンス・グラフィックス株式会社 京都府 京都市左京区田中関田町 田中精工株式会社 京都府 宇治市槇島町目川

サイオス株式会社 東京都 港区南麻布 田中鉄筋工業株式会社 京都府 綴喜郡井手町大字井手小字川久保

株式会社最上インクス 京都府 京都市右京区西院西寿町 株式会社谷印刷所 京都府 京都市右京区西院太田町

株式会社サイバーネオシステムズ 京都府 京都市南区上鳥羽卯ノ花 株式会社タピエ 大阪府 大阪市西区南堀江

堺化学工業株式会社　 大阪府 堺市堺区戎島町 田村駒株式会社 大阪府 大阪市中央区安土町

株式会社阪口製作所 京都府 京都市伏見区淀下津町 丹後機械工業協同組合 京都府 京丹後市峰山町長岡

株式会社魁半導体 京都府 京都市下京区西七条御前田町 株式会社タンゴ技研 京都府 京丹後市峰山町菅

佐々木酒造株式会社 京都府 京都市上京区日暮通椹木町下る北伊勢屋町 ダイキン工業株式会社 大阪府 摂津市西一津屋

里田化工株式会社 京都府 京都市下京区中堂寺南町 大創株式会社 大阪府 大東市大東町

サフラン株式会社 愛知県 岡崎市渡町字薬師畔 ダイニック株式会社 東京都 港区新橋

三京化成株式会社 大阪府 大阪市中央区北久宝寺町 ダイハツ工業株式会社 大阪府 池田市ダイハツ町

サンキン株式会社　福知山工場 京都府 福知山市長田野町 中央油圧工業株式会社 京都府 綾部市物部町南車田

三幸化工株式会社 大阪府 枚方市春日西町 株式会社朝陽 京都府 京田辺市三山木川口

サンコール株式会社 京都府 京都市右京区梅津西浦町 千代田エンジニアリング株式会社 東京都 港区芝大門

有限会社サンソー 大阪府 高槻市富田町 株式会社津島鉄工所 京都府 城陽市久世荒内

三洋化成工業株式会社 京都府 京都市東山区一橋野本町 津田駒工業株式会社 石川県 金沢市野町

サンヨーホームズ株式会社 大阪府 大阪市西区西本町 株式会社椿本チエイン 大阪府 大阪市北区中之島

株式会社サンレックス 和歌山県和歌山市久保丁 TIS株式会社 東京都 新宿区西新宿

株式会社 三和電機製作所 京都府 京都市南区上鳥羽西浦町 株式会社TIS & PARTNERS 東京都 千代田区神田神保町

三和ハイドロテック株式会社 大阪府 吹田市南金田 T＆T株式会社 京都府 京都市中京区西方寺町160番2号

株式会社シコー 石川県 白山市湊町井 てくのハウス株式会社 京都府 宇治市伊勢田町名木

システムテクニカルサービス株式会社 大阪府 大阪市西区京町堀 株式会社テクノプロ　テクノプロ・R&D社 東京都 港区六本木

株式会社島津製作所 京都府 京都市中京区西ノ京桑原町 株式会社テック技販 京都府 宇治市大久保町西ノ端

株式会社島津理化 東京都 千代田区神田神保町 ＤＩＣ株式会社　総合研究所 千葉県 佐倉市坂戸
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株式会社DTS WEST 京都府 京都市中京区新町通錦小路下る小結棚町 日本特殊陶業株式会社 愛知県 名古屋市瑞穂区高辻町

株式会社デザインハウス風 京都府 京都市北区平野上柳町 日本バイリーン株式会社 東京都 中央区築地

デジタルファッション株式会社 大阪府 大阪市中央区博労町 日本ピラー工業株式会社 大阪府 大阪市西区新町

株式会社電通ライブ　関西支社 大阪府 大阪市北区中之島 株式会社日本リモナイト 熊本県 阿蘇市狩尾

東京エレクトロン株式会社 東京都 港区赤坂 ニンバリ株式会社 京都府 福知山市長田野町

有限会社塔南製作所 京都府 京都市南区吉祥院這登中町 株式会社ネオス 兵庫県 神戸市中央区加納町

東邦化成株式会社 奈良県 大和郡山市今国府町 株式会社ネットクルー 京都府 向日市森本町小柳

TOYO TIRE株式会社 兵庫県 伊丹市藤ノ木 株式会社橋電 京都府 福知山市字土

東洋紡株式会社　総合研究所 滋賀県 大津市堅田 ハニー化成株式会社 兵庫県 神戸市長田区日吉町

東レコーテックス株式会社 京都府 京都市南区吉祥院落合町 ハムス株式会社 京都府 京都市南区東九条西明田町

株式会社トーア紡コーポレーション 大阪府 大阪市中央区城見 ハヤミ工産株式会社 滋賀県 長浜市木之本町黒田

TOWA株式会社 京都府 京都市南区上鳥羽上調子町 バンテック株式会社 京都府 京都市下京区綾小路通り新町東入善長寺町143

時田毛織株式会社 愛知県 一宮市奥町字野方 パナソニックエコシステムズ株式会社 愛知県 春日井市鷹来町字下仲田

株式会社徳岡設計 大阪府 大阪市中央区本町橋 パナソニック株式会社 マニュファクチャリン大阪府 門真市松葉町

トクデン株式会社 京都府 京都市山科区西野離宮町 ヒエン電工株式会社 大阪府 大阪市中央区道修町

トスレック株式会社 京都府 京都市南区吉祥院西ノ庄西中町 (株)日阪製作所ﾌﾟﾛｾｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業本部大阪府 東大阪市東鴻池町

株式会社土井輝子研究所 京都府 長岡京市長岡 株式会社日立建機ティエラ 滋賀県 甲賀市水口町笹ヶ丘

株式会社中蔵 京都府 京都市中京区西ノ京職司町 日立造船株式会社 大阪府 大阪市住之江区南港北

中嶋金属株式会社 京都府 京都市右京区西院清水町 株式会社日吉 滋賀県 近江八幡市北之庄町

中西金属工業株式会社 大阪府 大阪市北区天満橋 HILLTOP株式会社 京都府 宇治市大久保町成手

ながすな繭株式会社 京都府 京丹後市網野町網野 株式会社広瀬製作所 京都府 京都市南区吉祥院石原開町

株式会社長浜製作所 大阪府 高槻市宮田町 株式会社ビームセンス 大阪府 吹田市泉町

名古屋電機工業株式会社 愛知県 あま市篠田面徳 株式会社ビッグ・シー 京都府 京丹後市網野町木津

株式会社ナベル 京都府 京都市南区西九条森本町 株式会社ピクチャレスク 京都府 京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町

ナルックス株式会社 大阪府 三島郡島本町山崎 フォーシーズンズ株式会社 東京都 中央区日本橋人形町

南栄鍍金株式会社 京都府 京都市南区東九条西明田町 株式会社深田商店 京都府 京都市上京区大宮通今出川下る薬師町

株式会社ナンゴー 京都府 宇治市白川川上り谷 不二建設株式会社 東京都 港区芝

西川株式会社 東京都 中央区日本橋富沢町 株式会社フジシールインターナショナル 大阪府 大阪市淀川区宮原

西陣織工業組合 京都府 京都市上京区西堀川通元誓願寺上る竪門前町 フジテック株式会社 滋賀県 彦根市宮田町

西日本電信電話株式会社 大阪府 大阪市中央区馬場町 株式会社不二宮製作所 熊本県 荒尾市高浜字前

西村陶業株式会社 京都府 京都市山科区川田清水焼団地町 株式会社藤原製作所 京都府 京丹後市峰山町新治

株式会社西山ケミックス 京都府 宇治市槇島町目川 二九精密機械工業株式会社 京都府 京都市南区唐橋経田町

ニチアス株式会社　浜松研究所 静岡県 浜松市北区新都田 古川設計 京都府 宇治市五ケ庄古川

ニチコン株式会社 京都府 京都市中京区烏丸通御池上る プライムエンジニアリング株式会社 東京都 新宿区西新宿

株式会社ニッカトー 大阪府 堺市堺区遠里小野町 プラス株式会社 東京都 港区虎ノ門

日産自動車株式会社 神奈川県厚木市岡津古久 株式会社プレジール 大阪府 豊中市庄内西町

NISSHA株式会社 京都府 京都市中京区壬生花井町 株式会社平安製作所 滋賀県 高島市マキノ町中庄

日伸工業株式会社 滋賀県 大津市月輪 ヘンケルジャパン株式会社 大阪府 箕面市船場東

株式会社日新システムズ 京都府 京都市下京区堀川通綾小路下ル綾堀川町 株式会社ホーライ 大阪府 東大阪市高井田本通

株式会社日進製作所 京都府 京丹後市峰山町千歳 北畿リゾート株式会社 京都府 京丹後市網野町

日新電機株式会社 京都府 京都市右京区梅津高畝町 株式会社堀内機械 大阪府 堺市堺区老松町

ニッタ・デュポン株式会社 京都府 京田辺市甘南備台 株式会社ホリゾン 滋賀県 高島市新旭町旭

日鉄テックスエンジ株式会社 東京都 千代田区丸の内 株式会社堀場製作所 京都府 京都市南区吉祥院宮の東町

日東公進株式会社 京都府 綾部市城山町 株式会社本田味噌本店 京都府 京都市上京区室町通一条上ル小島町

日東精工株式会社 京都府 綾部市井倉町梅ヶ畑 有限会社墨仙堂 京都府 京都市左京区岩倉長谷町

日東電工株式会社 大阪府 茨木市下穂積 マイコム株式会社 京都府 京都市西京区御陵大原

株式会社ニフコ 東京都 港区芝 株式会社前川製作所 東京都 江東区牡丹

一般財団法人日本食品分析ｾﾝﾀｰ　大阪支大阪府 吹田市豊津町 マクセル株式会社 京都府 乙訓郡大山崎町小泉

株式会社日本電算機標準 京都府 京都市下京区東塩小路町 増錬工業株式会社 京都府 京丹後市峰山町赤坂

日本電産リード株式会社 京都府 京都市右京区西京極堤外町 マツイカガク株式会社 京都府 京都市伏見区治部町

裏面へ続く→
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会社名

松定プレシジョン株式会社 滋賀県 大津市大江

松浪硝子工業株式会社 大阪府 岸和田市八阪町

マルホ発條工業株式会社 京都府 京都市下京区中堂寺南町

丸屋染工株式会社 京都府 京都市上京区上立売通堀川東入堀之上町

株式会社三嶋製作所 京都府 城陽市水主北垣内

水谷ペイント株式会社 大阪府 大阪市淀川区西三国

株式会社ミズホ 京都府 城陽市寺田袋尻

株式会社三橋製作所 京都府 京都市右京区山ノ内赤山町

三菱ケミカル株式会社　大阪研究所 大阪府 茨木市室山

三菱製紙株式会社　イメージング事業部　グ東京都 墨田区両国

三菱電機株式会社 東京都 千代田区丸の内

三菱電線工業株式会社 兵庫県 尼崎市東向島西之町

三ツ星ベルト技研株式会社 綾部事業所 京都府 綾部市城山町

水戸工業株式会社 東京都 千代田区神田北乗物町

美濃商事株式会社 京都府 京都市中京区西洞院通二条上ル薬師町

株式会社ミマキエンジニアリング 長野県 東御市滋野乙

宮階織物株式会社 京都府 京都市上京区笹屋

宮崎木材工業株式会社 京都府 京都市中京区夷川通堺町西入る絹屋町

株式会社ミルボン 大阪府 大阪市都島区善源寺町

武蔵キャスティング株式会社 京都府 福知山市長田野町

村上商事株式会社 京都府 福知山市土師宮町

村田機械株式会社 京都府 京都市伏見区竹田向代町

株式会社村田製作所 京都府 長岡京市東神足

明光精器株式会社 京都府 京都市右京区嵯峨野宮の元町

株式会社メック 福岡県 小郡市福童

株式会社安井建築設計事務所 大阪府 大阪市中央区島町

株式会社山岡製作所 京都府 城陽市平川横道

株式会社UACJ 東京都 千代田区大手町

株式会社ユーシン・ショウワ 大阪府 茨木市中河原町

ユニチカ株式会社中央研究所 京都府 宇治市宇治小桜

由利ロール株式会社 京都府 京都市右京区西院南井御料町

株式会社横井製作所 京都府 宇治市伊勢田町浮面

株式会社ヨネダ 京都府 福知山市字堀小字道場

洛東化成工業株式会社 滋賀県 大津市関津

株式会社洛北義肢 京都府 京都市北区大北山原谷乾町

洛陽プラスチック株式会社 京都府 宇治市大久保町西ノ端

株式会社ラプラス・システム 京都府 京都市伏見区京町

リコー電子デバイス株式会社 大阪府 池田市姫室町

株式会社レクザム 香川県 高松市香南町池内

レジノカラー工業株式会社 大阪府 大阪市淀川区十三元今里

株式会社ローバー都市建築事務所 京都府 京都市上京区大宮通上立売上る西入伊佐町

ローム株式会社 京都府 京都市右京区西院溝崎町

株式会社ワイエムシィ 京都府 京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町

有限会社ワイズロード 京都府 京都市下京区中堂寺粟田町

株式会社ワコールホールディングス 京都府 京都市南区吉祥院中島町

ワタキューセイモア株式会社 京都府 京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町

株式会社渡邉商事 京都府 京都市伏見区横大路下三栖南郷

合計347社  (敬称略・五十音順)
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