
令和5年3月

※　各企業の取組(認定ポイント）は仕事と生活センターのホームページをご参照ください。

圏域 所在市町 企業・団体名 業種 認定年度

1 神戸 神戸市東灘区 有限会社イメージリンク 情報通信業 Ｈ28上期

2 神戸 神戸市東灘区 社会保険労務士法人ウィズロム 学術研究、専門・技術サービス業 Ｒ３ 上期

3 神戸 神戸市東灘区 菊正宗酒造株式会社 製造業 Ｒ３ 上期

4 神戸 神戸市東灘区 株式会社神戸酒心館 製造業 Ｒ４上期

5 神戸 神戸市東灘区 株式会社コープ環境サービス サービス業（他に分類されないもの） Ｒ３ 上期

6 神戸 神戸市東灘区 生活協同組合コープこうべ 卸売業、小売業 Ｈ28上期

7 神戸 神戸市東灘区 西部サービス株式会社 サービス業 Ｒ３ 下期

8 神戸 神戸市東灘区 大栄環境株式会社 その他 Ｒ３ 上期

9 神戸 神戸市東灘区 太星技建株式会社 サービス業（他に分類されないもの） Ｒ４上期

10 神戸 神戸市東灘区 株式会社トーホー 卸売業、小売業 Ｈ29上期

11 神戸 神戸市東灘区 株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー 卸売業、小売業 Ｈ29下期

12 神戸 神戸市東灘区 株式会社トーホーストア 卸売業、小売業 Ｈ29下期

13 神戸 神戸市東灘区 株式会社トーホービジネスサービス その他サービス業 Ｈ29下期

14 神戸 神戸市東灘区 株式会社トーホーフードサービス 卸売業、小売業 Ｈ29下期

15 神戸 神戸市東灘区 トーラク株式会社 製造業 Ｒ２下期

16 神戸 神戸市東灘区 日本ロード・メンテナンス株式会社 建設業 Ｈ29上期

17 神戸 神戸市東灘区 株式会社ホロニック 宿泊業、飲食サービス業 Ｒ１上期

18 神戸 神戸市東灘区 医療法人明倫会宮地病院 医療・福祉 Ｈ28下期

19 神戸 神戸市東灘区 株式会社元林 卸売業、小売業 Ｒ４下期

20 神戸 神戸市東灘区 カネテツデリカフーズ株式会社 製造業 Ｈ26上期

21 神戸 神戸市東灘区 一般財団法人甲南会甲南介護老人保健施設 医療・福祉 Ｈ28上期

22 神戸 神戸市東灘区 甲南大学生活協同組合 複合サービス事業 Ｈ28上期

23 神戸 神戸市東灘区 株式会社ドンク 製造業 Ｈ28上期

24 神戸 神戸市東灘区 白鶴酒造株式会社 製造業 Ｈ27下期

25 神戸 神戸市東灘区 モロゾフ株式会社 製造業 Ｈ27下期

26 神戸 神戸市東灘区 足立優歯科　神戸デンタルドックセンター 医療・福祉 Ｒ１上期

27 神戸 神戸市東灘区 太陽刷子株式会社 製造業 Ｒ２上期

28 神戸 神戸市灘区 株式会社河野鉄工所 建設業 Ｈ30上期

29 神戸 神戸市灘区 小泉製麻株式会社 製造業 Ｈ30上期

30 神戸 神戸市灘区 株式会社小泉ビジネスソリューション その他サービス業 Ｈ30上期

31 神戸 神戸市灘区 神戸化成株式会社 製造業 Ｒ３ 上期

32 神戸 神戸市灘区 コベルコシステム株式会社 情報通信業 Ｈ28下期

33 神戸 神戸市灘区 株式会社シマブンコーポレーション その他 Ｒ１上期

34 神戸 神戸市灘区 日本政策金融公庫　神戸東支店 金融業、保険業 Ｈ27下期

35 神戸 神戸市灘区 山一産業株式会社 卸売業、小売業 Ｒ４上期

36 神戸 神戸市灘区 株式会社コベルコE＆M 建設業 Ｈ27上期

37 神戸 神戸市兵庫区 医療法人仁風会　小原病院 医療・福祉 Ｈ28上期

38 神戸 神戸市兵庫区 株式会社神戸教育研究所 教育・学習支援業 Ｒ３ 上期

39 神戸 神戸市兵庫区 株式会社神戸マツダ 卸売業、小売業 Ｈ30下期

40 神戸 神戸市兵庫区 横山株式会社 卸売業、小売業 Ｒ３ 上期

仕事と生活の調和推進認定企業一覧（地域別）
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41 神戸 神戸市兵庫区 ＭＨＩ NSエンジニアリング株式会社 製造業 Ｈ27上期

42 神戸 神戸市兵庫区 株式会社デンソーテン 製造業 Ｈ28上期

43 神戸 神戸市兵庫区 株式会社トモエシステム 卸売業、小売業 Ｒ２上期

44 神戸 神戸市兵庫区 株式会社兵庫精密工業所 製造業 Ｒ２上期

45 神戸 神戸市長田区 一般財団法人神戸すまいまちづくり公社 サービス業（他に分類されないもの） Ｒ２下期

46 神戸 神戸市長田区 株式会社伍魚福 製造業 Ｒ１下期

47 神戸 神戸市長田区 株式会社ＰＬＡＳＴ 医療・福祉 Ｈ30上期

48 神戸 神戸市長田区 光洋電機株式会社 卸売業、小売業 Ｈ26上期

49 神戸 神戸市長田区 三ツ星ベルト株式会社 製造業 Ｈ27下期

50 神戸 神戸市長田区 三伸工業株式会社 製造業 Ｒ４下期

51 神戸 神戸市須磨区 社会福祉法人　神戸聖隷福祉事業団 医療・福祉 Ｒ３ 下期

52 神戸 神戸市須磨区 三祐木材株式会社 卸売業、小売業 Ｒ４上期

53 神戸 神戸市須磨区 医療法人社団つかさ会　尾原病院 医療・福祉 Ｈ28下期

54 神戸 神戸市須磨区 株式会社ポータルズ 情報通信業 Ｈ28上期

55 神戸 神戸市須磨区 株式会社ミユキット 卸売業、小売業 Ｒ１上期

56 神戸 神戸市須磨区 モンノ株式会社 建設業 Ｒ３ 上期

57 神戸 神戸市須磨区 三ツ星貿易株式会社 運輸業、郵便業 Ｈ26上期

58 神戸 神戸市須磨区 株式会社ラフト 宿泊業、飲食サービス業 Ｈ26上期

59 神戸 神戸市垂水区 コープ住宅株式会社 建設業 Ｒ１上期

60 神戸 神戸市垂水区 株式会社ＲＥＨＡ・ＬＩＢＥＲＯ 医療・福祉 Ｈ30下期

61 神戸 神戸市北区 アークフラワースタジオ株式会社 卸売業、小売業 Ｒ３ 上期

62 神戸 神戸市北区 医療法人甲風会有馬温泉病院 医療・福祉 Ｈ27上期

63 神戸 神戸市北区 社会福祉法人神港園 医療・福祉 Ｈ30上期

64 神戸 神戸市北区 社会福祉法人　翠福祉会 医療・福祉 Ｒ３ 下期

65 神戸 神戸市北区 株式会社ホンダ兵庫 卸売業、小売業 Ｒ２上期

66 神戸 神戸市中央区 株式会社イーエスプランニング 不動産・物品賃貸業 Ｈ29上期

67 神戸 神戸市中央区 株式会社岩井特許翻訳事務所 学術研究、専門・技術サービス業 Ｈ29上期

68 神戸 神戸市中央区 株式会社インフォメーション・クリエイト・システム 情報通信業 Ｈ29上期

69 神戸 神戸市中央区 カルナバイオサイエンス株式会社 学術研究、専門・技術サービス業 Ｈ28下期

70 神戸 神戸市中央区 キー・ポイント株式会社 情報通信業 Ｈ27上期

71 神戸 神戸市中央区 株式会社甲南堂 その他サービス業 Ｒ１上期

72 神戸 神戸市中央区 株式会社神戸新聞社 情報通信業 Ｈ30上期

73 神戸 神戸市中央区 株式会社神防社 建設業 Ｈ29下期

74 神戸 神戸市中央区 コベルコビジネスサポート株式会社 その他サービス業 Ｈ29下期

75 神戸 神戸市中央区 コムネット株式会社 卸売業、小売業 Ｒ２下期

76 神戸 神戸市中央区 株式会社さくらケーシーエス 情報通信業 Ｈ29下期

77 神戸 神戸市中央区 ジィ・アンド・ジィ株式会社 情報通信業 Ｈ29下期

78 神戸 神戸市中央区 株式会社ＪＯＣ 製造業 Ｒ１上期

79 神戸 神戸市中央区 株式会社神鋼環境ソリューション 製造業 Ｈ30上期

80 神戸 神戸市中央区 住友ゴム工業株式会社 製造業 Ｈ28上期
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81 神戸 神戸市中央区 損害保険ジャパン株式会社神戸支店 金融業・保険業 Ｒ３ 下期

82 神戸 神戸市中央区 ダンロップスポーツ株式会社 製造業 Ｈ29上期

83 神戸 神戸市中央区 株式会社ディーエスピーリサーチ 学術研究、専門・技術サービス業 Ｈ29上期

84 神戸 神戸市中央区 TC神鋼不動産株式会社 不動産・物品賃貸業 Ｈ30下期

85 神戸 神戸市中央区 株式会社テック 建設業 Ｒ３ 下期

86 神戸 神戸市中央区 トーカロ株式会社 製造業 Ｒ３ 上期

87 神戸 神戸市中央区 日東物流株式会社 運輸業、郵便業 Ｈ30上期

88 神戸 神戸市中央区 株式会社日本政策金融公庫　神戸支店 金融業、保険業 Ｈ27下期

89 神戸 神戸市中央区 株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター 情報通信業 Ｈ28下期

90 神戸 神戸市中央区 株式会社ネオス 製造業 Ｒ１下期

91 神戸 神戸市中央区 ハートスフードクリエーツ株式会社 宿泊業、飲食サービス業 Ｈ30上期

92 神戸 神戸市中央区 バンドー化学株式会社 製造業 Ｈ28下期

93 神戸 神戸市中央区 兵庫トヨタ自動車株式会社 卸売業、小売業 Ｒ３ 上期

94 神戸 神戸市中央区 フジッコ株式会社 製造業 Ｈ30上期

95 神戸 神戸市中央区 株式会社プルメリア 医療・福祉 Ｒ４上期

96 神戸 神戸市中央区 株式会社プレオン 情報通信業 Ｒ３ 上期

97 神戸 神戸市中央区 株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ 製造業 Ｒ１上期

98 神戸 神戸市中央区 株式会社夢工房 情報通信業 Ｈ28下期

99 神戸 神戸市中央区 リコージャパン株式会社　兵庫支社 情報通信業 Ｒ３ 上期

100 神戸 神戸市中央区 株式会社レック その他サービス業 Ｈ28下期

101 神戸 神戸市中央区 株式会社ワイドソフトデザイン 情報通信業 Ｈ28下期

102 神戸 神戸市中央区 アイクラフト株式会社 情報通信業 Ｈ26下期

103 神戸 神戸市中央区 アスビオファーマ株式会社 医療・福祉 Ｈ27下期

104 神戸 神戸市中央区 川崎重工業株式会社 製造業 Ｈ26上期

105 神戸 神戸市中央区 株式会社神戸国際会館 不動産業、物品賃貸業 Ｈ27上期

106 神戸 神戸市中央区 株式会社神戸製鋼所 製造業 Ｈ27上期

107 神戸 神戸市中央区 株式会社神戸デジタル・ラボ 情報通信業 Ｈ27下期

108 神戸 神戸市中央区 有限会社システムプラネット 情報通信業 Ｈ27下期

109 神戸 神戸市中央区 大一産業株式会社 卸売業、小売業 Ｈ26上期

110 神戸 神戸市中央区 P＆Gジャパン合同会社 製造業 Ｈ27下期

111 神戸 神戸市中央区 株式会社フェリシモ 卸売業、小売業 Ｈ27下期

112 神戸 神戸市中央区 株式会社ベネスト 情報通信業 Ｈ27上期

113 神戸 神戸市中央区 株式会社みなと銀行　本店 金融業、保険業 Ｈ27上期

114 神戸 神戸市中央区 株式会社ユーシステム 情報通信業 Ｈ27下期

115 神戸 神戸市中央区 株式会社六甲商会 卸売業、小売業 Ｈ27上期

116 神戸 神戸市中央区 社会福祉法人神戸中央福祉会　山手さくら苑 医療・福祉 Ｒ２上期

117 神戸 神戸市中央区 神戸土地建物株式会社 不動産業、物品賃貸業 Ｒ２上期

118 神戸 神戸市中央区 株式会社ジャム・デザイン 情報通信業 Ｒ２上期

119 神戸 神戸市中央区 スミリンケアライフ株式会社 医療・福祉 Ｒ２上期

120 神戸 神戸市中央区 大和リース株式会社　神戸支店 建設業 Ｒ２上期

121 神戸 神戸市中央区 株式会社竹中工務店神戸支店 建設業 Ｒ２下期
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122 神戸 神戸市中央区 株式会社ハウスプロメイン 不動産業、物品賃貸業 Ｒ２上期

123 神戸 神戸市中央区 広瀬化学薬品株式会社 製造業 Ｒ２上期

124 神戸 神戸市中央区 株式会社モレスコテクノ 学術研究、専門・技術サービス業 Ｒ２上期

125 神戸 神戸市中央区 神戸新交通株式会社 運輸業、郵便業 Ｒ４下期

126 神戸 神戸市中央区 株式会社清水設計事務所 学術研究、専門・技術サービス業 Ｒ４下期

127 神戸 神戸市中央区 神栄株式会社 卸売業、小売業 Ｒ４下期

128 神戸 神戸市中央区 ケンミン食品株式会社 製造業 Ｒ４下期

129 神戸 神戸市西区 伊福精密株式会社 製造業 Ｈ30上期

130 神戸 神戸市西区 カルモ鋳工株式会社 製造業 Ｒ３ 上期

131 神戸 神戸市西区 株式会社協同病理 医療・福祉 Ｈ27上期

132 神戸 神戸市西区 グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社神戸工場 製造業 Ｒ４上期

133 神戸 神戸市西区 株式会社コープムービング 運輸業、郵便業 Ｒ１上期

134 神戸 神戸市西区 株式会社セラピット 医療・福祉 Ｈ30下期

135 神戸 神戸市西区 有限会社マックインターナショナル その他 Ｈ30上期

136 神戸 神戸市西区 医療法人社団向原クリニック 医療・福祉 Ｈ29上期

137 神戸 神戸市西区 株式会社村元工作所 製造業 Ｒ４上期

138 神戸 神戸市西区 医療法人社団山田歯科医院 医療・福祉 Ｈ29下期

139 神戸 神戸市西区 社会福祉法人樅の木福祉会 医療・福祉 Ｒ４下期

140 神戸 神戸市西区 昭和精機株式会社 製造業 Ｈ26上期

141 神戸 神戸市西区 株式会社チャイルドハート 医療・福祉 Ｈ27下期

142 神戸 神戸市西区 セムコ株式会社 製造業 Ｒ４下期

143 神戸 神戸市西区 OCI株式会社 製造業 Ｒ４下期

144 神戸 神戸市西区 神姫ゾーンバス株式会社 運輸業、郵便業 Ｒ２下期

145 神戸 神戸市西区 松村石油化成株式会社 製造業 Ｒ２上期

146 阪神南 尼崎市 株式会社香山組 建設業 Ｒ１上期

147 阪神南 尼崎市 医療法人キープトゥース 医療・福祉 Ｒ４上期

148 阪神南 尼崎市 株式会社クボタ 本社阪神事務所 製造業 Ｒ１下期

149 阪神南 尼崎市 株式会社グリーンテック　尼崎営業所 学術研究、専門・技術サービス業 Ｒ３ 上期

150 阪神南 尼崎市 株式会社サンニシイチ 卸売業、小売業 Ｈ30下期

151 阪神南 尼崎市 三和鋼業株式会社 建設業 Ｒ４上期

152 阪神南 尼崎市 神鋼鋼線工業株式会社 製造業 Ｒ４上期

153 阪神南 尼崎市 有限会社清菱 サービス業（他に分類されないもの） Ｒ４上期

154 阪神南 尼崎市 社会医療法人中央会尼崎中央病院 医療・福祉 Ｈ28上期

155 阪神南 尼崎市 寺本運輸倉庫株式会社 運輸業、郵便業 Ｒ１下期

156 阪神南 尼崎市 株式会社東光バネ工業社 製造業 Ｒ４上期

157 阪神南 尼崎市 株式会社ナカムラ 製造業 Ｈ30上期

158 阪神南 尼崎市 株式会社ニシイチドラッグ 卸売業、小売業 Ｈ30上期

159 阪神南 尼崎市 西川産業株式会社尼崎営業所 卸売業、小売業 Ｈ28上期

160 阪神南 尼崎市 日興油脂株式会社 製造業 Ｒ３ 上期

161 阪神南 尼崎市 日鉄鋼板株式会社　西日本製造所尼崎地区 製造業 Ｒ１上期
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162 阪神南 尼崎市 日本スピンドル製造株式会社 製造業 Ｈ30上期

163 阪神南 尼崎市 株式会社日本政策金融公庫　尼崎支店 金融業、保険業 Ｈ28上期

164 阪神南 尼崎市 不二電気工事株式会社 建設業 Ｒ３ 下期

165 阪神南 尼崎市 医療法人社団豊繁会　近藤病院 医療・福祉 Ｈ28下期

166 阪神南 尼崎市 丸一興業株式会社 製造業 Ｒ２下期

167 阪神南 尼崎市 菱彩テクニカ株式会社 製造業 Ｒ１上期

168 阪神南 尼崎市 株式会社ヤマキン 製造業 Ｒ４下期

169 阪神南 尼崎市 王子イメージングメディア株式会社　神崎工場 製造業 Ｒ４下期

170 阪神南 尼崎市 有限会社アクセスコーポレーション 卸売業、小売業 Ｒ２上期

171 阪神南 尼崎市 株式会社栄水化学 その他サービス業 Ｈ26上期

172 阪神南 尼崎市 ＳＥＣカーボン株式会社 製造業 Ｈ26上期

173 阪神南 尼崎市 エム・シーシー食品株式会社 製造業 Ｒ１上期

174 阪神南 尼崎市 株式会社ビッグバレーインターナショナル 情報通信業 Ｒ２上期

175 阪神南 尼崎市 株式会社フジ・データ・システム 情報通信業 Ｈ26上期

176 阪神南 尼崎市 名神第一交通株式会社 運輸業、郵便業 Ｒ２上期

177 阪神南 尼崎市 メック株式会社 製造業 Ｈ26上期

178 阪神南 尼崎市 山口電気工事株式会社 建設業 Ｒ１上期

179 阪神南 尼崎市 株式会社ヤマシタワークス 製造業 Ｈ26上期

180 阪神南 尼崎市 株式会社アメフレック 卸売業、小売業 Ｒ４下期

181 阪神南 尼崎市 大和軽合金株式会社 製造業 Ｒ４下期

182 阪神南 尼崎市 株式会社丸山工業所 製造業 Ｒ４下期

183 阪神南 尼崎市 ニッシンコーポレーション株式会社 製造業 Ｒ４下期

184 阪神南 西宮市 医療法人社団伊藤歯科クリニック 医療・福祉 Ｈ28上期

185 阪神南 西宮市 伊藤ハム株式会社 製造業 Ｈ26上期

186 阪神南 西宮市 井上ヒーター株式会社 製造業 Ｒ３ 上期

187 阪神南 西宮市 医療法人桜美会さくらいデンタルクリニック 医療・福祉 Ｒ４上期

188 阪神南 西宮市 大関株式会社 製造業 Ｒ４上期

189 阪神南 西宮市 医療法人協和会協和マリナホスピタル　ウエルハウス西宮 医療・福祉 Ｈ29上期

190 阪神南 西宮市 医療法人財団樹徳会　上ヶ原病院 医療・福祉 Ｈ28上期

191 阪神南 西宮市 高丸工業株式会社 製造業 Ｒ３ 上期

192 阪神南 西宮市 株式会社　ＴＡＴ 卸売業、小売業 Ｈ26上期

193 阪神南 西宮市 テックス理研株式会社 製造業 Ｒ２下期

194 阪神南 西宮市 日本盛株式会社 製造業 Ｈ30上期

195 阪神南 西宮市 一般社団法人フルーリル 医療・福祉 Ｈ30上期

196 阪神南 西宮市 学校法人武庫川学院 教育・学習支援業 Ｈ28上期

197 阪神南 西宮市 医療法人社団むらまつ歯科 医療・福祉 Ｒ３ 上期

198 阪神南 西宮市 株式会社merchu その他 Ｒ３ 上期

199 阪神南 西宮市 大和ハウス工業株式会社　阪神支店 建設業 Ｒ４下期

200 阪神南 西宮市 株式会社デジプレート 情報通信業 Ｒ２上期

201 阪神南 西宮市 ナチュラルスマイル西宮北口歯科 医療・福祉 Ｒ２上期

5



令和5年3月

※　各企業の取組(認定ポイント）は仕事と生活センターのホームページをご参照ください。

圏域 所在市町 企業・団体名 業種 認定年度

仕事と生活の調和推進認定企業一覧（地域別）

202 阪神南 西宮市 エスフーズ株式会社 製造業 Ｒ４下期

203 阪神南 西宮市 極東開発工業株式会社 製造業 Ｒ４下期

204 阪神南 芦屋市 株式会社アイ・キューブ 学術研究、専門・技術サービス業 Ｈ30上期

205 阪神南 芦屋市 株式会社　インシュアランスサービス 金融業、保険業 Ｈ30上期

206 阪神南 芦屋市 社会福祉法人かんでん福祉事業団 医療・福祉 Ｒ２上期

207 阪神南 芦屋市 ＪＣＲファーマ株式会社 製造業 Ｒ２上期

208 阪神南 芦屋市 株式会社三井住友銀行　芦屋エリア（旧芦屋ブロック） 金融業、保険業 Ｈ27下期

209 阪神北 伊丹市 株式会社関西スーパーマーケット 小売業 Ｒ３ 下期

210 阪神北 伊丹市 株式会社サニー技研 製造業 Ｈ30上期

211 阪神北 伊丹市 住友電気工業株式会社伊丹製作所 製造業 Ｒ３ 上期

212 阪神北 伊丹市 セッツカートン株式会社 製造業 Ｈ30上期

213 阪神北 伊丹市 有限会社髙島産業 製造業 Ｒ４上期

214 阪神北 伊丹市 日本薬品開発株式会社 製造業 Ｒ３ 上期

215 阪神北 伊丹市 松谷化学工業株式会社 製造業 Ｒ４上期

216 阪神北 伊丹市 社会福祉法人　明照会 医療・福祉 Ｒ３ 下期

217 阪神北 伊丹市 蘆田裕三税理士事務所 学術研究、専門・技術サービス業 Ｒ１上期

218 阪神北 伊丹市 医療法人晴風園 伊丹せいふう病院 医療・福祉 Ｒ２上期

219 阪神北 伊丹市 株式会社ダイハツビジネスサポートセンター その他サービス業 Ｈ26下期

220 阪神北 伊丹市 金井重要工業株式会社 製造業 Ｒ４下期

221 阪神北 宝塚市 株式会社共和電子製作所 製造業 Ｒ３ 上期

222 阪神北 宝塚市 新明和工業株式会社 製造業 Ｒ１上期

223 阪神北 宝塚市 株式会社松田ポンプ製作所 製造業 Ｈ26上期

224 阪神北 宝塚市 株式会社ニッシン 製造業 Ｒ４下期

225 阪神北 宝塚市 株式会社ナルトシザー 製造業 Ｒ４下期

226 阪神北 川西市 株式会社飯尾運輸 運輸業、郵便業 Ｒ３ 上期

227 阪神北 川西市 株式会社大智鍛造所 製造業 Ｒ１上期

228 阪神北 川西市 川西航空機器工業株式会社 製造業 Ｒ４上期

229 阪神北 川西市 能勢電鉄株式会社 運輸業・郵便業 Ｒ３ 下期

230 阪神北 川西市 株式会社ウエルネス 教育・学習支援業 Ｒ１上期

231 阪神北 三田市 Ｅａｒｔｈｉｎｋ株式会社 卸売業、小売業 Ｈ30上期

232 阪神北 三田市 社会福祉法人　三翠会 医療・福祉 Ｒ２下期

233 阪神北 三田市 仙代テック株式会社 製造業 Ｒ４上期

234 阪神北 三田市 株式会社リベラル その他サービス業 Ｈ27上期

235 阪神北 三田市 株式会社モリタテクノス サービス業（他に分類されないもの） Ｒ４下期

236 阪神北 三田市 株式会社モリタエコノス 製造業 Ｒ４下期

237 阪神北 川辺郡猪名川町 医療法人晴風園 せいふう北田原 医療・福祉 Ｒ３ 上期

238 阪神北 川辺郡猪名川町 医療法人晴風園 せいふう若葉 医療・福祉 Ｒ２下期

239 阪神北 川辺郡猪名川町 株式会社日輝製作所 製造業 Ｒ２下期

240 東播磨 明石市 明石プラスチック工業株式会社 製造業 Ｈ30上期

241 東播磨 明石市 医療法人社団医仁会　ふくやま病院 医療・福祉 Ｈ26上期

242 東播磨 明石市 株式会社上林電気商会 建設業 Ｈ27上期

243 東播磨 明石市 川重テクノロジー株式会社 その他サービス業 Ｈ29下期
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244 東播磨 明石市 キャタピラージャパン合同会社明石事業所 製造業 Ｈ30上期

245 東播磨 明石市 株式会社クラッセ 卸売業、小売業 Ｈ28上期

246 東播磨 明石市 医療法人財団光明会　明石こころのホスピタル 医療・福祉 Ｒ１下期

247 東播磨 明石市 東洋機械金属株式会社 製造業 Ｒ３ 下期

248 東播磨 明石市 特定非営利活動法人こぐまくらぶ 医療・福祉 Ｒ４上期

249 東播磨 明石市 株式会社日本政策金融公庫　明石支店　 金融業、保険業 Ｈ28上期

250 東播磨 明石市 富士通周辺機株式会社 製造業 Ｈ26上期

251 東播磨 明石市 有限会社むい 卸売業、小売業 Ｈ29上期

252 東播磨 明石市 株式会社カワサキモータースジャパン 卸売業、小売業 Ｈ27下期

253 東播磨 明石市 株式会社ケイテック その他サービス業 Ｈ27下期

254 東播磨 明石市 埴渕鉄工株式会社 製造業 Ｒ２上期

255 東播磨 明石市 医療法人社団はるき小児･矯正･歯科 医療・福祉 Ｒ２上期

256 東播磨 明石市 日置建設株式会社 建設業 Ｒ４下期

257 東播磨 明石市 大成工業株式会社 製造業 Ｒ４下期

258 東播磨 加古川市 有限会社ACE サービス業（他に分類されないもの） Ｒ３ 上期

259 東播磨 加古川市 オークラ工業株式会社 製造業 Ｒ３ 上期

260 東播磨 加古川市 大西事務株式会社 卸売業・小売業 Ｒ３ 下期

261 東播磨 加古川市 一般財団法人甲南会甲南加古川病院 医療・福祉 Ｈ28上期

262 東播磨 加古川市 国際振音計装株式会社加古川試験所 学術研究、専門・技術サービス業 Ｒ１下期

263 東播磨 加古川市 社会保険労務士法人　オフィスねこの手 学術研究、専門・技術サービス業 Ｒ１下期

264 東播磨 加古川市 株式会社ニッケ機械製作所 製造業 Ｒ４上期

265 東播磨 加古川市 前島食品株式会社 製造業 Ｈ30下期

266 東播磨 加古川市 株式会社マルアイ 卸売業、小売業 Ｒ４上期

267 東播磨 加古川市 株式会社丸十 製造業 Ｒ１上期

268 東播磨 加古川市 株式会社ワンピース 卸売業、小売業 Ｈ29上期

269 東播磨 加古川市 株式会社テイエルブイ 製造業 Ｒ４下期

270 東播磨 加古川市 特定医療法人社団仙齢会いなみ野病院 医療・福祉 Ｈ27上期

271 東播磨 高砂市 ＭＨＰＳエンジニアリング株式会社　高砂事業部 その他サービス業 Ｈ30下期

272 東播磨 高砂市 聖パウロこども園 教育・学習支援業 Ｒ１上期

273 東播磨 高砂市 株式会社阪技 情報通信業 Ｈ29上期

274 東播磨 高砂市 株式会社籠谷 製造業 Ｒ４下期

275 東播磨 高砂市 ハリマニックス株式会社 サービス業（他に分類されないもの） Ｒ４下期

276 東播磨 加古郡播磨町 株式会社神戸工業試験場 学術研究、専門・技術サービス業 Ｒ３ 上期

277 東播磨 加古郡播磨町 住友精化株式会社　別府工場 製造業 Ｈ30上期

278 東播磨 加古郡稲美町 キング醸造株式会社 製造業 Ｒ１下期

279 東播磨 加古郡稲美町 株式会社ヒューマニティー 医療・福祉 Ｈ30上期

280 東播磨 加古郡稲美町 株式会社DREAM-SMART 医療・福祉 Ｒ４下期

281 東播磨 揖保郡太子町 有限会社エニィシング・ドゥー 運輸業、郵便業 Ｒ４下期

282 北播磨 三木市 株式会社基陽 製造業 Ｈ27上期

283 北播磨 三木市 近畿工業株式会社 製造業 Ｒ３ 下期

284 北播磨 三木市 株式会社ハヤブサ 製造業 Ｒ３ 上期
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285 北播磨 三木市 株式会社ラスコジャパン 建設業 Ｒ２上期

286 北播磨 小野市 医療法人社団栄宏会　土井リハビリテーション病院 医療・福祉 Ｈ28上期

287 北播磨 小野市 医療法人社団栄宏会　栄宏会小野病院 医療・福祉 Ｈ27上期

288 北播磨 小野市 ＮＰＯ法人北播磨市民活動支援センター その他 Ｒ１上期

289 北播磨 小野市 株式会社ヨシケイライブリー 生活関連サービス業、娯楽業 Ｒ１上期

290 北播磨 小野市 レザーソー工業株式会社 製造業 Ｒ３ 上期

291 北播磨 加西市 有限会社ウェルビー 医療・福祉 Ｈ30上期

292 北播磨 加西市 是常精工株式会社 製造業 Ｒ１上期

293 北播磨 加西市 大洋金属株式会社 製造業 Ｒ１上期

294 北播磨 加西市 中井工業株式会社 製造業 Ｈ30上期

295 北播磨 加西市 仲田電機株式会社 製造業 Ｒ２下期

296 北播磨 加西市 市立加西病院 医療・福祉 Ｈ26下期

297 北播磨 加西市 ヨドプレ株式会社 製造業 Ｈ27下期

298 北播磨 加西市 株式会社シカタ 製造業 Ｒ４下期

299 北播磨 加東市 アスカカンパニー株式会社 製造業 Ｈ29下期

300 北播磨 加東市 社会福祉法人泉福祉会　泉保育園 医療・福祉 Ｈ27上期

301 北播磨 加東市 医療法人社団　小野歯科医院 医療・福祉 Ｒ４上期

302 北播磨 加東市 株式会社土肥富 製造業 Ｈ28下期

303 北播磨 加東市 株式会社宮下木材 製造業 Ｒ３ 上期

304 北播磨 加東市 株式会社大西コルク工業所 製造業 Ｒ２上期

305 北播磨 西脇市 有限会社コロヤス 生活関連サービス業、娯楽業 Ｒ３ 上期

306 北播磨 西脇市 社会医療法人社団正峰会　大山記念病院 医療・福祉 Ｈ27下期

307 北播磨 西脇市 株式会社大栄螺旋工業 製造業 Ｒ１上期

308 北播磨 西脇市 株式会社ユタックス 製造業 Ｒ１上期

309 北播磨 多可郡多可町 社会福祉法人千ヶ峰会 医療・福祉 Ｒ４上期

310 北播磨 多可郡多可町 株式会社ソーイング竹内 製造業 Ｒ３ 上期

311 北播磨 多可郡多可町 日本ワヰコ株式会社　東播工場 製造業 Ｒ１上期

312 中播磨 姫路市 アイベステクノ株式会社 製造業 Ｈ30上期

313 中播磨 姫路市 アンビック株式会社 製造業 Ｒ３ 上期

314 中播磨 姫路市 株式会社イトデンエンジニアリング 製造業 Ｒ３ 下期

315 中播磨 姫路市 株式会社エコリング 卸売業、小売業 Ｒ１下期

316 中播磨 姫路市 株式会社エルザクライス その他サービス業 Ｒ１上期

317 中播磨 姫路市 株式会社叶工業所 製造業 Ｒ４上期

318 中播磨 姫路市 キンキテレコム株式会社 情報通信業 Ｈ28上期

319 中播磨 姫路市 グローリー株式会社 製造業 Ｒ１上期

320 中播磨 姫路市 齊藤鋼材株式会社 卸売業、小売業 Ｈ28上期

321 中播磨 姫路市 サワダ精密株式会社 製造業 Ｒ１上期

322 中播磨 姫路市 三相電機株式会社 製造業 Ｈ30上期

323 中播磨 姫路市 サントクコンピュータサービス株式会社 情報通信業 Ｈ28下期

324 中播磨 姫路市 社会福祉法人しらさぎ福祉会 医療・福祉 Ｒ３ 上期

325 中播磨 姫路市 神姫クリエイト株式会社 小売業・広告代理業 Ｒ３ 下期

326 中播磨 姫路市 神姫バス株式会社 運輸業・郵便業 Ｒ３ 下期
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327 中播磨 姫路市 株式会社スガテック　広畑支店 建設業 Ｈ29上期

328 中播磨 姫路市 社会医療法人財団聖フランシスコ会　姫路聖マリア病院 医療・福祉 Ｈ26上期

329 中播磨 姫路市 太平工材株式会社 卸売業、小売業 Ｈ30下期

330 中播磨 姫路市 大和美術印刷株式会社 製造業 Ｒ１上期

331 中播磨 姫路市 蔦機械金属株式会社 製造業 Ｒ３ 上期

332 中播磨 姫路市 株式会社ツボサカ精工 製造業 Ｒ１上期

333 中播磨 姫路市 トーウン株式会社 運輸業、郵便業 Ｒ２下期

334 中播磨 姫路市 株式会社日本政策金融公庫　姫路支店 金融業、保険業 Ｈ28上期

335 中播磨 姫路市 日本製鉄株式会社　瀬戸内製鉄所広畑地区 製造業 Ｈ30下期

336 中播磨 姫路市 播州調味料株式会社 製造業 Ｈ28上期

337 中播磨 姫路市 株式会社姫路シティＦＭ２１ 情報通信業 Ｈ29下期

338 中播磨 姫路市 姫路信用金庫 金融業、保険業 Ｒ３ 上期

339 中播磨 姫路市 姫路ハウスサービス株式会社 建設業 Ｒ１上期

340 中播磨 姫路市 ヒメジ理化株式会社 製造業 Ｒ３ 上期

341 中播磨 姫路市 株式会社ヒメプラ 卸売業、小売業 Ｒ２下期

342 中播磨 姫路市 兵庫信用金庫 金融業、保険業 Ｈ29上期

343 中播磨 姫路市 フェニックス電機株式会社 製造業 Ｒ１下期

344 中播磨 姫路市 特定非営利活動法人ほほえみの花・みんなの家 医療・福祉 Ｒ４上期

345 中播磨 姫路市 株式会社宮本組 建設業 Ｈ30上期

346 中播磨 姫路市 特定非営利活動法人夢のたね 医療・福祉 Ｈ30上期

347 中播磨 姫路市 株式会社LOTUS その他サービス業 Ｒ１上期

348 中播磨 姫路市 株式会社RUSH サービス業（他に分類されないもの） Ｒ４下期

349 中播磨 姫路市 大和ハウス工業株式会社　姫路支店 建設業 Ｒ４下期

350 中播磨 姫路市 アイ日本総合ビジネス学院有限会社 教育・学習支援業 Ｒ２上期

351 中播磨 姫路市 株式会社アシダコーポレーション 製造業 Ｒ１上期

352 中播磨 姫路市 株式会社あっぷる 医療・福祉 Ｈ27下期

353 中播磨 姫路市 阿比野建設株式会社 建設業 Ｈ27下期

354 中播磨 姫路市 アンサー株式会社 情報通信業 Ｒ１上期

355 中播磨 姫路市 株式会社エス・アイ 情報通信業 Ｈ26上期

356 中播磨 姫路市 社会福祉法人敬寿会 医療・福祉 Ｒ２上期

357 中播磨 姫路市 佐藤精機株式会社 製造業 Ｈ26上期

358 中播磨 姫路市 山陽特殊製鋼株式会社 製造業 Ｈ26上期

359 中播磨 姫路市 昭和瀝青工業株式会社 製造業 Ｈ30下期

360 中播磨 姫路市 住友精化株式会社　姫路工場 製造業 Ｈ30下期

361 中播磨 姫路市 株式会社前後前 その他サービス業 Ｒ１上期

362 中播磨 姫路市 有限会社地域サービスイモネ 医療・福祉 Ｈ27下期

363 中播磨 姫路市 西芝電機株式会社 製造業 Ｈ27上期

364 中播磨 姫路市 パナソニック　ライフソリューションズ池田電機株式会社 製造業 Ｈ26上期

365 中播磨 姫路市 日高食品工業株式会社 製造業 Ｈ27下期

366 中播磨 姫路市 姫路港運株式会社 運輸業、郵便業 Ｒ２上期

367 中播磨 姫路市 兵庫ベンダ工業株式会社 製造業 Ｈ27上期

368 中播磨 姫路市 株式会社平野組 建設業 Ｈ26上期
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369 中播磨 姫路市 株式会社ベンハウス 卸売業、小売業 Ｒ２上期

370 中播磨 姫路市 株式会社マインズ その他サービス業 Ｈ26下期

371 中播磨 姫路市 御国色素株式会社 製造業 Ｒ２上期

372 中播磨 神崎郡神河町 神姫グリーンバス株式会社 運輸業、郵便業 Ｒ３ 上期

373 中播磨 神崎郡神河町 株式会社神崎フード 製造業 Ｒ４下期

374 中播磨 神崎郡福崎町 福崎電業株式会社 建設業 Ｒ２上期

375 中播磨 神崎郡福崎町 株式会社アムデック 製造業 Ｒ３ 上期

376 中播磨 神崎郡福崎町 ウシオ精工株式会社 製造業 Ｈ27上期

377 中播磨 神崎郡福崎町 株式会社栁田建築研究所 建設業 Ｒ２下期

378 中播磨 神崎郡福崎町 エーモン工業株式会社 製造業 Ｒ４下期

379 西播磨 相生市 青木鉄工株式会社 製造業 Ｒ４上期

380 西播磨 相生市 株式会社ウエスト神姫 運輸業、郵便業 Ｈ28上期

381 西播磨 相生市 医療法人社団魚橋会魚橋病院 医療・福祉 Ｒ４下期

382 西播磨 赤穂市 株式会社アコオ機工 製造業 Ｒ４上期

383 西播磨 赤穂市 ハヤシ アグロサイエンス株式会社 製造業 Ｒ４上期

384 西播磨 赤穂市 ロザイ工業株式会社　赤穂工場 製造業 Ｒ３ 上期

385 西播磨 赤穂市 株式会社横山サポートテック サービス業（他に分類されないもの） Ｒ４上期

386 西播磨 たつの市 井河原産業株式会社 製造業 Ｈ30下期

387 西播磨 たつの市 米谷紙管製造株式会社 製造業 Ｒ２下期

388 西播磨 たつの市 スプリングエイトサービス株式会社 学術研究、専門・技術サービス業 Ｒ１下期

389 西播磨 たつの市 株式会社セイバン 製造業 Ｈ29下期

390 西播磨 たつの市 日東工業株式会社 製造業 Ｒ３ 上期

391 西播磨 たつの市 日本ジャイアントタイヤ株式会社 製造業 Ｈ28下期

392 西播磨 たつの市 パナソニックデバイスＳＵＮＸ竜野株式会社 製造業 Ｒ１上期

393 西播磨 たつの市 西日本衛材株式会社 製造業 Ｒ２上期

394 西播磨 たつの市 山本社会保険労務士事務所 学術研究、専門・技術サービス業 Ｈ30上期

395 西播磨 たつの市 learningBOX株式会社 情報通信業 Ｒ４下期

396 西播磨 宍粟市 上林建設株式会社 建設業 Ｒ３ 上期

397 但馬 朝来市 株式会社多田スミス 製造業 Ｒ４上期

398 但馬 朝来市 但南建設株式会社 建設業 Ｈ29下期

399 但馬 朝来市 冨士発條株式会社　 製造業 Ｒ２上期

400 但馬 豊岡市 株式会社絆工房 製造業 Ｈ28上期

401 但馬 豊岡市 株式会社システムリサーチ 情報通信業 Ｒ３ 上期

402 但馬 豊岡市 株式会社但馬銀行 金融業、保険業 Ｒ１下期

403 但馬 豊岡市 タジマ食品工業株式会社 製造業 Ｒ４上期

404 但馬 豊岡市 但馬信用金庫 金融業、保険業 Ｒ４上期

405 但馬 豊岡市 株式会社巴建設 建設業 Ｈ28下期

406 但馬 豊岡市 豊岡中央青果株式会社 卸売業、小売業 Ｈ29上期

407 但馬 豊岡市 ニデック大豊機工株式会社 製造業 Ｈ27下期

408 但馬 豊岡市 株式会社日本政策金融公庫　豊岡支店 金融業、保険業 Ｈ28上期

409 但馬 豊岡市 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 医療・福祉 Ｒ２上期

410 但馬 豊岡市 株式会社川嶋建設 建設業 Ｒ４下期
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411 但馬 豊岡市 株式会社キョウワ 卸売業、小売業 Ｒ４下期

412 但馬 養父市 医療法人社団井上医院 医療・福祉 Ｒ２下期

413 但馬 養父市 株式会社オーシスマップ 情報通信業 Ｈ27下期

414 但馬 養父市 株式会社谷常製菓 製造業 Ｒ３ 下期

415 但馬 養父市 八鹿鉄工株式会社 製造業 Ｒ１下期

416 但馬 美方郡香美町 株式会社トキワ 製造業 Ｒ１上期

417 丹波 丹波篠山市 株式会社テクノワーク 製造業 Ｈ29下期

418 丹波 丹波篠山市 フルヤ工業株式会社 製造業 Ｈ29上期

419 丹波 丹波篠山市 社会福祉法人わかたけ福祉会 医療・福祉 Ｈ30上期

420 丹波 丹波篠山市 有限会社イマイテレット 卸売業、小売業 Ｒ２上期

421 丹波 丹波篠山市 医療法人社団　紀洋会 医療・福祉 Ｒ２上期

422 丹波 丹波市 石見サービス株式会社 運輸業、郵便業 Ｒ３ 上期

423 丹波 丹波市 株式会社デンテックス 建設業 Ｒ２下期

424 丹波 丹波市 氷上観光有限会社 運輸業、郵便業 Ｒ３ 上期

425 丹波 丹波市 三菱電機社会インフラ機器株式会社 製造業 Ｈ26上期

426 丹波 丹波市 明昌機工株式会社 製造業 Ｈ29下期

427 丹波 丹波市 有輝運輸有限会社 運輸業、郵便業 Ｒ４上期

428 丹波 丹波市 医療法人社団わく歯科医院 医療・福祉 Ｈ29下期

429 丹波 丹波市 株式会社オーケンウォーター 卸売業、小売業 Ｒ２上期

430 丹波 丹波市 株式会社スマイルケア 医療・福祉 Ｒ２上期

431 淡路 洲本市 株式会社乾工業所 製造業 Ｒ３ 下期

432 淡路 洲本市 株式会社成田 建設業 Ｒ２下期

433 淡路 洲本市 原田建設株式会社 建設業 Ｒ３ 上期

434 淡路 南あわじ市 有限会社広田薬局 卸売業、小売業 Ｈ29上期

435 淡路 淡路市 ミツ精機株式会社 製造業 Ｈ28上期

436 淡路 淡路市 ミツテック株式会社 製造業 Ｒ３ 上期

437 淡路 淡路市 ムネ製薬株式会社 製造業 Ｈ26上期
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