滋賀県
企業名
（株）クレール
電気硝子ユニバーサポート（株）

郵便番号
所在地
522-0314 犬上郡多賀町大字四手字諏訪
520-0834 大津市御殿浜12-17

電話
FAX
0749-48-2234 0749-48-2239
077-533-1162 077-534-2429

ホームページ

企業名
（株）ＧＳユアサウイング

郵便番号
所在地
601-8520 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬
場町1

電話
075-312-1432

ホームページ

（株）ｕ＆ｎ

601-8412 京都市南区西九条院町26

075-682-2008

Eメールアドレス
担当者
keizo.tabashi@santen.co.jp 田橋 圭三

受注可能な物品・サービス
・無塵、無菌服のクリーンクリーニング
・一般印刷（モノクロ）
・軍手
・観葉植物
・クリーニング
（・旅行）
（・損害保険）

特例・重多の別

特例子会社
特例子会社

京都府
FAX
075-312-0396

Eメールアドレス
masanao.ishida@jp.gs-yuasa.com

www.u-and-n.co.jp

Miyagawa_Naotaka@u-and-n.co.jp

担当者
受注可能な物品・サービス
業務部 石田 正直 ・封筒、はがき、あいさつ状、名刺等の印刷
・簡易印刷（サイズはA3まで。原則としてモノクロ印刷）
・データ入力
・スキャニング（A1～A５サイズ）
宮川 直山
・データ入力
・清掃業務

特例・重多の別

担当者
代表取締役 奥脇
学
矢野 暁斗

特例・重多の別

特例子会社

特例子会社

大阪府
企業名
（有）奥進システム
矢野紙器（株）

郵便番号
所在地
電話
FAX
540-0027 大阪市中央区鎗屋町2-2-4イチク 06-6944-3658 06-6944-3659
ラビル4F
543-0053 大阪市天王寺区北河堀町8-18
06-6771-8264 06-6771-8790

www.yanosiki.com

info@yanosiki.com

（株）あしすと阪急阪神

530-0012 大阪市北区芝田1-16-1

06-6373-5636

www.assist.hankyu-hanshin.co.jp/

mizukami-wataru@assist.hankyu-hanshin.co.jp

（株）かんでんエルハート

559-0023 大阪市住之江区泉1-1-110-58

06-6686-6874

www.klh.co.jp/index2.html

クボタワークス（株）

特例子会社

（株）三幸舎ランドリーセンター

556-8601 大阪市浪速区敷津東1-2-47クボタ 06-6648-2849 06-6648-3874
第2ビル1F
598-0071 泉佐野市鶴原311-1
072-462-4177 072-462-4199

業務部業務課 阪上 ・名刺、胸章の作成
・各種印刷（チラシ、パンフレット、広報誌等）
・ノベルティ、記念品、その他商品の包装
・DM封入、発送
・非常用備蓄品（水、食料、日常生活品をはじめ、各種商品の
調達、販売）
・花苗の生産・販売、花壇のメンテナンス（植栽、潅水、補植
等）
・観葉植物のリ ス
tamanori.watanabe@kubota.com 渡辺 玉範
・印刷物全般
sandori1979@yahoo.co.jp

・各種衣料のクリーニング加工
・ユニフォーム、玄関マットのクリーニング及びレンタル業

特例子会社

三洋ハートエコロジー（株）

574-8534 大東市三洋町1-1

072-875-9355

072-875-9354

panasonic.co.jp/sanyo/hearteco/ horino.yusaku@jp.panasonic.com 堀野 友作

特例子会社

シャープ特選工業（株）

545-0021 大阪市阿倍野区阪南町7-9-12

06-6694-3111

06-6694-3113

www.tokusen.sharp.co.jp/new/home/

・観葉植物レンタル
・植木の剪定などの植栽管理
・花壇の設計、施工、メンテナンスなどの管理
・除草、落葉清掃などの清掃作業
・ビル建物内部の清掃作業
・胡蝶蘭をはじめとするフラワーギフトの提供
・軽印刷物（発送含む）
・不要書類裁断処理

06-6684-2132

ホームページ
www.okushin.co.jp
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Eメールアドレス

web.tokusen@sharp.co.jp

水上 航

大北 健二

上田 泉

受注可能な物品・サービス
・webシステムのソフト開発
・介護・福祉ソフトの開発
・各種段ボールケース全般
・各種包装資材全般
・コピー用紙等用紙類全般
・大判印刷（巾２ｍ、厚み５ｃｍまで、長さ指定無）
・簡易看板類
・段ボール什器（展示台）類
・段ボール椅子、机等家具、パーテーション（震災用等）類
・段ボール遊具類
・封入封緘
・チラシ配布、ポスティング
・各種イベント補助
・厨房設備洗浄作業
・モノクロ、カラー印刷（オンデマンド印刷）
・紙文書の電子データ化

重多事業所
重多事業所

特例子会社
特例子会社

特例子会社

企業名
（株）ダイキンサンライズ摂津

郵便番号
所在地
566-0042 摂津市東別府4-9-9

電話
06-6349-3173

FAX
06-6349-4083

ホームページ

（株）南海ハートフルサービス

556-0004 大阪市浪速区日本橋西1-3-19日
本橋ビル5F

06-6644-7251

06-6644-7251

（株）ニッセイ・ニュークリエーショ
ン

555-0013 大阪市西淀川区千舟2-5-8ニッセ 06-6477-8701
イ千舟ビル内

06-6477-8110

www.nissay-nnc.co.jp

FAX
078-511-9797

ホームページ
kk-ikusei.co.jp

山陽ダイヤパーサーヴィス（株）

郵便番号
所在地
電話
653-0014 神戸市長田区御蔵通4-205-2育成 078-515-4770
会会館3F
679-4221 姫路市林田町林谷696-100
079-261-3432

（株）JR西日本あいウィル

661-0976 尼崎市潮江5-6-30

06-6420-7660

06-6420-7761

www.jrw-iwill.co.jp

ＹＫＫ六甲（株）

658-0033 神戸市東灘区向洋町西4-2

078-857-3054

078-857-3054

www.ykkrokko.co.jp

日本パーソネルセンター（株）

650-0015 神戸市中央区多聞通5-3-8

078-382-8820

078-382-8845

阪神友愛食品（株）

663-8142 西宮市鳴尾浜3-7-3

0798-41-8301

（株）ワールドビジネスサポート

650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

企業名
ウインナック（株）

Eメールアドレス

www.daikin.co.jp/group/dss/index.html toshimi.fukumitsu@grp.daikin.co.jp

n-heartful-s@nanki.co.jp

担当者
福光 徒紫美

受注可能な物品・サービス
・名刺印刷
・書類の電子化（PDF化）

総務部長 中岡 耕 ・清掃業務
三

t-fukusumi@nissay-nnc.co.jp 福角 孝夫

特例・重多の別

特例子会社
特例子会社

・印刷（パンフレット、チラシ、帳票類等）

特例子会社

兵庫県
企業名
（株）いくせい

Eメールアドレス

担当者
竹内 英一

受注可能な物品・サービス

特例・重多の別

・清掃業務

重多事業所

・紙おしめ
・紙製品
・洗剤
・レンタル（リース）おしぼり、タオル、おしめ等

重多事業所

総務部 西原 知世 ・ポスター、パンフレット、チラシ、帳票類、封筒、はがき、名刺
等のモノクロ・カラー印刷
・梱包発送作業
・テープ起こし
・データ入力
・PDF化作業
・清掃業務
・樹木の剪定
・植栽管理等

特例子会社

ke_eguchi@ykkap.co.jp

江口 敬一

・カラー印刷（チラシ、パンフレットetc）
・Webコンテンツの企画制作及び運営

特例子会社

www.jpcc.co.jp

shinya-chiba@ucc.co.jp

千葉 慎也

・入力業務：顧客等データ入力、DM発送用リスト加工、アン
ケート入力
・発送業務：チラシ等印刷物発送、販促資材等、小荷物、小
ロット発送、ラベル・ポスター発送（小包、封書対応可能）
・印刷業務：名刺作成、チラシ・ポスター印刷、案内状・年賀状
印刷

特例子会社

0798-41-8303

www.hanshin-yuai.co.jp

baba@hanshin-yuai.co.jp

馬場

・食料品の包装、加工、販売

特例子会社

078-302-8133

078-302-7192

www.world-business-support.co.jp info@world-business-support.co.jp

大牧 義知

・清掃業務
・データ入力

特例子会社

郵便番号
所在地
641-0062 和歌山市雑賀崎2017-3

電話
073-446-0159

FAX
073-446-0256

ホームページ
www.winnac.co.jp

Eメールアドレス
y-nishi@winnac.co.jp

西

三共レンタルサービス（有）

641-0044 和歌山市今福2-7-21

073-422-0480

073-425-0481

y.tochihara@me.com

栩原 吉教

（株）堀治療院

640-8319 和歌山市手平3-12-19

073-424-1212

073-426-0066

和歌山県
担当者

masahiro-hori@ac.auone-net.jp 江川 伸一郎

hori-chiryoin.com
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受注可能な物品・サービス
・レーザープリンター用リサイクルトナー各種 製造・販売
・レンタルおしぼり
・バスタオル、フェースタオル、ハンドタオルのレンタルとクリー
ニング
・マッサージ指圧、あんま

特例・重多の別

重多事業所
重多事業所
重多事業所

