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福井県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（16者）
※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

福井県 井上商事株式会社 福井県福井市日之出２―１―６ 井上　繁 製造業 https://www.inoue-s.co.jp/

福井県 永平寺サイジング株式会社 福井県吉田郡永平寺町東古市２―２２ 河合　国昭 製造業 http://www.eiheiji-sizing.co.jp/index.html

福井県 株式会社永和システムマネジメント 福井県福井市問屋町三丁目１１１番地 西村　輝雄 情報通信業 https://www.esm.co.jp/

福井県 株式会社木田屋商店 千葉県浦安市北栄３―３１―３ 木田　喜太郎 農業・林業 https://greenland-farm.com

福井県 サカセ・アドテック株式会社 福井県坂井市丸岡町下安田１４―１０ 酒井　慶治 製造業 http://www.sakase.co.jp/

福井県 株式会社サンリーブ 福井県鯖江市杉本町１５―２２ 金谷　秀幸 卸売業、小売業 https://www.sunreeve.jp/

福井県 田中建設株式会社 福井県越前市本保町２１―１０ 田中　大成 建設業 http://www.tanakakensetu-f.jp/

福井県 株式会社伝食 福井県敦賀市中央町２―２２―３２ 田辺　晃司 卸売業、小売業 http://kouragumi.co.jp/

福井県 株式会社ナカテック 福井県坂井市春江町藤鷲塚３７―９ 中山　浩行 製造業 http://www.nakatec.co.jp

福井県 株式会社ベスト工房 福井県大野市下麻生嶋１１１―１―１ 長谷川　司 製造業 https://www.best-kobo.co.jp

福井県 株式会社松川レピヤン 福井県坂井市丸岡町内田第１５号７番地 松川　敏雄 製造業 http://rapyarn.jp

福井県 株式会社マツ勘 福井県小浜市北塩屋１６―５ 松本　喜代司 卸売業、小売業 https://www.matsukan.com

福井県 株式会社マルヤテキスタイル 福井県坂井市春江町金剛寺１―３―２ 八木　晴美 製造業 http://www.maruya-tx.co.jp

福井県 ヤマウチマテックス株式会社 福井県福井市問屋町２―２２ 山内　隆嗣 製造業 http://www.matex.co.jp/

福井県 ヨシダ工業株式会社 福井県鯖江市有定町２―１１―２４ 吉田　俊博 製造業 https://yoshida-i.co.jp

福井県 株式会社米澤物産 福井県福井市八重巻中町１―１３ 米澤　稔喜 製造業 http://www.yonezawa-bussan.jp
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滋賀県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（18者）
※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

滋賀県 大阪ウェルディング工業株式会社 大阪府茨木市安威２―２０―１１ 魚谷　徹生 製造業 https://www.osakawel.co.jp/

滋賀県 グラッソ株式会社 滋賀県近江八幡市鷹飼町５６０―１　洗心ビル１Ｆ 小西　宏忠 建設業 https://glazzo.jp/

滋賀県 甲陽興産株式会社 滋賀県甲賀市大原市場９２２番地 北角　治太 サービス業（他に分類されないもの） http://www.koyo-eco.net

滋賀県 サガワ産業株式会社 滋賀県栗東市下鈎６７９番地 佐川　通泰 製造業 http://sagawasangyou.com/

滋賀県 株式会社澤村 滋賀県高島市勝野１１０８番地３ 澤村　幸一郎 建設業 https://www.sawamura-shiga.co.jp/

滋賀県 サンテクノス株式会社 滋賀県彦根市甲田町１１番地 右川　善道 製造業 http://suntechnos-shiga.com/

滋賀県 株式会社ジェリフ 滋賀県野洲市市三宅１０１３ 中井　圭介 製造業 https://jeleaf.co.jp/

滋賀県 滋賀特機株式会社 滋賀県大津市におの浜４―１―２５ 中堀　敏信 卸売業、小売業 https://www.shigatokki.com/

滋賀県 株式会社大兼工務店 滋賀県東近江市佐生町１５０番地 辻野　宜昭 建設業 http://www.daikane.co.jp

滋賀県 辻プラスチック株式会社 滋賀県東近江市五個荘奥町１６０番地 辻　清嗣 製造業 http://www.tsuji-pla.co.jp/

滋賀県 株式会社テクナート 滋賀県草津市西大路町２番２１号 藤井　義則 卸売業、小売業 http://www.tecnart.co.jp

滋賀県 株式会社ナカサク 滋賀県湖南市高松町１ 中作　佳正 製造業 http://www.nakasaku.jp/

滋賀県 夏原工業株式会社 滋賀県彦根市高宮町２６８８―１ 夏原　克研 製造業 http://www.natsuhara.co.jp

滋賀県 株式会社ピーダブルビー 滋賀県草津市矢橋町１５３０―３１ 西村　裕 製造業 http://www.pwb.co.jp

滋賀県 株式会社マスイ 滋賀県東近江市御園町４０５―２ 増井　直樹 製造業 http://masui@kk-masui.co.jp

滋賀県 株式会社メディカルフロント 滋賀県草津市野路東１丁目１番１号　立命館大学ＢＫＣインキュベ―タ 山本　敏幸 製造業 http://medical-front.com/

滋賀県 ヤマナカセラダイン株式会社 京都府京都市左京区北白川上池田町２０―２ 團野　隆夫 製造業 https://www.yepc.co.jp/

滋賀県 ライトケミカル工業株式会社 滋賀県野洲市三上前田川原２２５１ 富村　俊介 製造業 https://www.lightchemical.co.jp/
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京都府の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（32者）
※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

京都府 株式会社アール 京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町６２３番地第１１　長谷ビル６階 川上　大輔 情報通信業 https://rcorp.co.jp/

京都府 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５３８　ヤサカ烏丸御池ビル３Ｆ 今井　尊史 製造業 https://www.iks-jp.co.jp/

京都府 アテック京都株式会社 京都府宇治市槇島町十八５２―２ 草木　敏之 製造業 https://www.ateckyoto.com/

京都府 有限会社アドバンク 京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町５２ 渡邉　功 製造業 http://adbank.co.jp/

京都府 株式会社アラキ工務店 京都府京都市右京区梅津高畝町５２番地の２ 荒木　勇 建設業 https://www.kyoto-araki.jp/

京都府 株式会社伊と幸 京都府京都市中京区御池通室町東入竜池町４４８―２　伊と幸ビル 北川　幸 卸売業、小売業 https://www.kimono-itoko.co.jp

京都府 上原成商事株式会社 京都府京都市中京区御池通烏丸東入仲保利町１９１ 上原　晋作 卸売業、小売業 http://www.ueharasei.co.jp/index.php

京都府 カンケンテクノ株式会社 京都府長岡京市神足太田３０―２ 今村　啓志 製造業 http://www.kanken-techno.co.jp

京都府 コスメディ製薬株式会社 京都府京都市南区東九条河西町３２ 神山　文男 製造業 https://cosmed-pharm.co.jp

京都府 株式会社阪村エンジニアリング 京都府京都市伏見区淀木津町４１６ 松井　正廣 製造業 http://www.sakamura-eng.co.jp

京都府 佐川印刷株式会社 京都府向日市森本町戌亥５―３ 木下　宗昭 製造業 https://www.spcom.co.jp/

京都府 佐々木化学薬品株式会社 京都府京都市山科区勧修寺西北出町１０番地 佐々木　智一 製造業 https://www.sasaki-c.co.jp/

京都府 株式会社佐藤喜代松商店 京都府京都市北区平野宮西町１０５ 佐藤　貴彦 製造業 https://urusi.co.jp

京都府 三共精機株式会社 京都府京都市南区吉祥院九条町４９番地 石川　武 卸売業、小売業 http://www.sankyo-seiki.com/

京都府 株式会社三笑堂 京都府京都市南区上鳥羽大物町６８ 上田　勝康 卸売業、小売業 http://www.sanshodoh.co.jp/

京都府 株式会社シオノ鋳工 京都府与謝郡与謝野町字金屋１９１７―１ 塩野　浩士 製造業 http://www.shiono-cast.com/

京都府 株式会社進々堂 京都府京都市中京区竹屋町通寺町東入藤木町３３番地 続木　創 製造業 http://www.shinshindo.jp/

京都府 株式会社大興製作所 京都府京都市南区久世中久町６７６ 須田　真通 製造業 http://www.daico.co.jp/

京都府 株式会社ＴＣＩ研究所 京都府京都市上京区竪社北半町２０３ 西堀　耕太郎 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.tci-lab.com/

京都府 株式会社陶葊 京都府京都市東山区泉涌寺東林町３８ 土渕　善亜貴 製造業 http://www.touan.co.jp/

京都府 東英産業株式会社 京都府相楽郡精華町精華台９丁目１番地１ 寺本　英之 製造業 http://www.toeisangyo.jp/

京都府 株式会社ナールスコーポレーション 京都府京都市西京区御陵大原１―３９　京大桂ベンチャ―プラザ南館 川崎　元士 卸売業、小売業 https://www.nahls.jp/

京都府 株式会社名高精工所 京都府宇治市槇島町中川原２８ 名高　新悟 製造業 http://www.nadaka.jp/

京都府 株式会社ナンゴー 京都府宇治市白川川上り谷８０番地３６ 南郷　真 製造業 https://www.nango-kyoto.co.jp/

京都府 株式会社西田製作所 京都府向日市森本町高田２４番地 民　理恵 製造業 http://nishida-factory.co.jp/index.php

京都府 株式会社ヒロミツ製作所 京都府京田辺市大住池ノ端６番地の１ 有友　廣充 製造業 http://www.hiro32.co.jp/

京都府 福島鰹株式会社 京都府京都市中京区堺町通御池上ル扇屋町６６５番地 宇田　弘 製造業 http://www.fukushima-k.kyoto

京都府 株式会社ＦＵＫＵＤＡ 京都府京都市山科区大宅向山６番地 福田　喜之 卸売業、小売業 http://www.fukuda-lub.co.jp/

京都府 プラスコート株式会社 京都府久世郡久御山町森川端９１―１ 安田　知穂 製造業 http://www.plascoat.co.jp

京都府 株式会社古川製茶 京都府宇治市五ヶ庄上村５９ 古川　嘉嗣 農業・林業 https://www.furukawaseicha.com/

京都府 ホリゾン・インターナショナル株式会社 京都府京都市南区久世大藪町５１０ 堀　英二郎 製造業 https://www.horizon.co.jp/

京都府 株式会社Monozukuri Ventures 京都府京都市下京区中堂寺粟田町９３　ＫＲＰスタジオ棟Ｂ１０２号室 牧野　成将 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.monozukuri.vc/
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大阪府の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（50者）
※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

大阪府 株式会社アオキ 大阪府東大阪市高井田中５―７―３ 青木　理 製造業 http://www.aoki-maido.co.jp

大阪府 朝日エティック株式会社 大阪府大阪市福島区福島７―１５―２６　大阪ＹＭビル４Ｆ 樋口　知以 建設業 https://www.etic.co.jp/

大阪府 アベル株式会社 大阪府八尾市南太子堂１―１―４２ 居相　浩介 製造業 https://www.abel-s.co.jp/

大阪府 植田基工株式会社 大阪府茨木市下井町１１―３ 植田　正樹 建設業 http://www.uedakikou.co.jp/

大阪府 株式会社ウチノ 大阪府大阪市西区安治川２丁目１番４０号 内野　恵司 製造業 http://www.uchino-tec.co.jp/

大阪府 株式会社内村 大阪府大阪市西区立売堀３―６―１０ 内村　雅紀 卸売業、小売業 https://www.uchimura.co.jp/

大阪府 株式会社エイワット 大阪府堺市美原区多治井２０―１ 柴田　政明 建設業 https://eiwat.co.jp/

大阪府 株式会社エネアーク関西 大阪府大阪市中央区備後町３―６―１４　ア―バネックス備後町ビル４Ｆ 岩永　知大 卸売業、小売業 https://kansai.enearc.co.jp/

大阪府 株式会社オーツー 大阪府八尾市楠根町２―１―１ 梶原　弘隆 製造業 http://otu.co.jp/

大阪府 株式会社大波機械製作所 大阪府大阪市大正区泉尾７―５―４７ 太田　恭弘 製造業 http://www.oonami.co.jp/

大阪府 岡本無線電機株式会社 大阪府大阪市浪速区日本橋４―８―４ 岡本　崇義 卸売業、小売業 https://www.okamotonet.co.jp/

大阪府 株式会社ＮＳＣ 大阪府豊中市利倉１―１―１ 川久　慶人 製造業 https://www.nsc-net.co.jp

大阪府 木村石鹸工業株式会社 大阪府八尾市北亀井町２丁目１番３０号 木村　祥一郎 製造業 https://www.kimurasoap.co.jp

大阪府 株式会社九櫻 大阪府柏原市上市３丁目１１番２１号 三浦　正彦 製造業 https://www.kusakura.co.jp

大阪府 株式会社クロセ 大阪府高石市高砂２―２―５ 川本　隆也 製造業 http://www.kurose.co.jp/

大阪府 光昭株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町２―４―１１　クラボウアネックスビル１３階 小川　宏一 卸売業、小売業 https://www.koshow.jp/

大阪府 株式会社光伸 大阪府八尾市竹渕東１―２３ 後藤　晋司 製造業 http://www.kk-koshin.net/

大阪府 ゴウダ株式会社 大阪府茨木市上郡２―１３―１４　ゴウダC&Eビル４F 合田　順一 製造業 https://www.goda-j.co.jp/

大阪府 株式会社高洋商会 大阪府岸和田市岸の丘町２―８―４０ 山川　広司 製造業 http://www.kouyou-shokai.co.jp/

大阪府 株式会社左文字特殊印刷 大阪府大阪市東住吉区今林２丁目３―２７番地 金山　英明 製造業 http://samonji.co.jp

大阪府 サラヤ株式会社 大阪府大阪市東住吉区湯里２―２―８ 更家　悠介 製造業 https://www.saraya.com/

大阪府 株式会社山洋 大阪府富田林市中野町東２―２―６ 日比　努 製造業 https://www.sa-n-yo.co.jp/

大阪府 シーホネンス株式会社 大阪府大阪市東成区深江北３―１０―１７ 増本　龍樹 製造業 http://www.seahonence.co.jp/index.html

大阪府 神藤タオル株式会社 大阪府泉佐野市日根野２５７７―１ 神藤　貴志 製造業 http://shinto-towel.jp/

大阪府 株式会社スタッフ 大阪府門真市新橋町１―４ 小山　栄一 製造業 https://www.rd-stuff.com

大阪府 Suprieve株式会社 大阪府大阪市北区梅田１―１２―１２　東京建物梅田ビル１１階 森　武司 サービス業（他に分類されないもの） https://suprieve.com/

大阪府 株式会社スリーエフ技研 大阪府門真市岸和田１―３―１１ 札谷　全啓 製造業 https://tfg.co.jp/

大阪府 成光精密株式会社 大阪府大阪市港区波除１―４―３５ 高満　洋徳 製造業 http://www.seikouseimitsu.com/

大阪府 大一電機株式会社 大阪府大阪市東成区玉津２丁目１８―４０ 紺谷　彰良 製造業 https://www.dai1denki.co.jp/

大阪府 大正精工株式会社 大阪府枚方市春日西町１―２０―１ 與　義廣 製造業 http://www.taisho-gr.com/

大阪府 大丸鋼材株式会社 大阪府大阪市西区九条１丁目２８番７号 田中　哲雄 製造業 http://www.daimaru-kozai.co.jp/

大阪府 大和紙料株式会社 大阪府大阪市大正区三軒家東２―９―１０ 塩瀨　宣行 卸売業、小売業 https://www.daiwashiryo.co.jp

http://www.aoki-maido.co.jp/
https://www.etic.co.jp/
https://www.abel-s.co.jp/
http://www.uedakikou.co.jp/
http://www.uchino-tec.co.jp/
https://www.uchimura.co.jp/
https://eiwat.co.jp/
https://kansai.enearc.co.jp/
http://otu.co.jp/
http://www.oonami.co.jp/
https://www.okamotonet.co.jp/
https://www.nsc-net.co.jp/
https://www.kimurasoap.co.jp/
https://www.kusakura.co.jp/
http://www.kurose.co.jp/
https://www.koshow.jp/
http://www.kk-koshin.net/
https://www.goda-j.co.jp/
http://www.kouyou-shokai.co.jp/
http://samonji.co.jp/
https://www.saraya.com/
https://www.sa-n-yo.co.jp/
http://www.seahonence.co.jp/index.html
http://shinto-towel.jp/
https://www.rd-stuff.com/
https://suprieve.com/
https://tfg.co.jp/
http://www.seikouseimitsu.com/
https://www.dai1denki.co.jp/
http://www.taisho-gr.com/
http://www.daimaru-kozai.co.jp/
https://www.daiwashiryo.co.jp/


別紙2

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

大阪府 タカラベルモント株式会社 大阪府大阪市中央区東心斎橋２―１―１ 吉川　秀隆 製造業 http://www.takara-net.com/

大阪府 株式会社チュチュアンナ 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央１―１０―２ 上田　利昭 卸売業、小売業 https://www.tutuanna.co.jp/

大阪府 株式会社土井商店 大阪府大阪市大正区三軒家東２―３―１５ 土井　久司 製造業 (in preparation)

大阪府 株式会社友安製作所 大阪府八尾市神武町１―３６ 友安　啓則 卸売業、小売業 https://tomoyasu.co.jp/

大阪府 名和株式会社 大阪府大阪市都島区東野田町４―２０―８ 名和　史紘 製造業 https://www.nawa.co.jp/

大阪府 能勢酒造株式会社 大阪府豊能郡能勢町吉野３５８ 子安　丈士 製造業 http://nosemizu.com/

大阪府 長谷川工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀２―１―１ 長谷川　泰正 製造業 https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/

大阪府 寿精版印刷株式会社 大阪府大阪市天王寺区上汐６丁目４―２６ 鷲谷　和彦 製造業 http://www.rex.co.jp

大阪府 久門紙器工業株式会社 大阪府枚方市春日西町２丁目２５―５ 小川　真木子 製造業 http://www.kumon-shiki.com/

大阪府 フジ矢株式会社 大阪府東大阪市松原２―６―３２ 野﨑　恭伸 製造業 http://www.fujiya-kk.com/

大阪府 平安伸銅工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２２―１７　西船場辰巳ビル４階 竹内　香予子 卸売業、小売業 https://www.heianshindo.co.jp/

大阪府 米島フエルト産業株式会社 大阪府大阪市都島区網島町７番１０号 米島　智哉 卸売業、小売業 http://www.yoneshima.co.jp

大阪府 抱月工業株式会社 大阪府交野市幾野６―４８―１ 大久保　尚容 製造業 http://www.hougetu.co.jp/

大阪府 株式会社北海鉄工所 大阪府岸和田市臨海町２０番地の１８ 林　孝彦 製造業 http://www.hokkai.co.jp

大阪府 港製器工業株式会社 大阪府高槻市唐崎中３―２０―７ 岡室　昇志 製造業 https://www.minatoseiki.co.jp

大阪府 森興産株式会社 大阪府大阪市中央区南船場１丁目４番１１号　モリビル４階 森隼　人 サービス業（他に分類されないもの） www.iiwasabi.com

大阪府 山本ビニター株式会社 大阪府大阪市天王寺区上汐６丁目３番１２号 山本　泰司 製造業 www.vinita.co.jp

大阪府 若水技研株式会社 大阪府東大阪市中新開２丁目９番５号 清水　康男 製造業 https://www.wakamizugiken.com/

http://www.takara-net.com/
https://www.tutuanna.co.jp/
https://tomoyasu.co.jp/
https://www.nawa.co.jp/
http://nosemizu.com/
https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/
http://www.rex.co.jp/
http://www.kumon-shiki.com/
http://www.fujiya-kk.com/
https://www.heianshindo.co.jp/
http://www.yoneshima.co.jp/
http://www.hougetu.co.jp/
http://www.hokkai.co.jp/
https://www.minatoseiki.co.jp/
http://www.iiwasabi.com/
http://www.vinita.co.jp/
https://www.wakamizugiken.com/
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兵庫県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（33者）
※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

兵庫県 株式会社大野社 兵庫県神戸市北区山田町小部惣六畑山５―３ 大野　光夫 製造業 https://www.ohnosha.co.jp/

兵庫県 株式会社岡田金属工業所 兵庫県三木市大村５６１番地 岡田　保 製造業 https://z-saw.co.jp/

兵庫県 株式会社カサタニ 大阪府大阪市淀川区三津屋中３丁目２番３４号 笠谷　昌宏 製造業 http://www.kasatani.co.jp

兵庫県 柏原加工紙株式会社 兵庫県丹波市柏原町柏原１５６１ 矢本　雅則 製造業 www.kaibara-kakosi.co.jp

兵庫県 株式会社絆工房 兵庫県豊岡市日高町浅倉２４３ 笠原　泰藏 製造業 https://www.kizunakobo.jp/

兵庫県 株式会社北村工務店 兵庫県姫路市神子岡前１丁目１番１５号 北村　聡一郎 建設業 http://www.kitamura-k.co.jp/

兵庫県 株式会社キド 兵庫県洲本市納２０１ 木戸　清隆 製造業 http://www.kido-corp.com

兵庫県 旭光電機株式会社 兵庫県神戸市兵庫区荒田町１―２―４ 畠田　真一 製造業 https://www.kyokko.co.jp/

兵庫県 キング醸造株式会社 兵庫県加古郡稲美町蛸草３２１ 大西　浩介 製造業 https://hinode-mirin.co.jp

兵庫県 株式会社御所坊 兵庫県神戸市北区有馬町８５８ 金井　啓修 宿泊業・飲食サービス業 http://www.goshoboh.com

兵庫県 佐藤精機株式会社 兵庫県姫路市余部区下余部２４０―６ 佐藤　慎介 製造業 http://ssc-e.co.jp/

兵庫県 サワダ精密株式会社 兵庫県姫路市広畑区吾妻町１丁目３９番地 澤田　洋明 製造業 http://www.swdpre.co.jp

兵庫県 サンアロイ工業株式会社 兵庫県神崎郡福崎町高橋２９０―４４ 山本　誠司 製造業 http://www.sanalloy.co.jp/

兵庫県 三伸工業株式会社 兵庫県神戸市長田区二番町２丁目２―１ 加地　重久 卸売業、小売業 http://www.sansin-ind.jp

兵庫県 三陽金属株式会社 兵庫県三木市鳥町３０１―１ 五本上　照正 製造業 http://www.sanyo-mt.co.jp

兵庫県 三陽工業株式会社 兵庫県明石市大久保町江井島１３８８ 井上　直之 サービス業（他に分類されないもの） http://sanyou-ind.co.jp/

兵庫県 シバタ工業株式会社 兵庫県明石市魚住町中尾１０５８番地 柴田　充喜 製造業 https://www.sbt.co.jp/

兵庫県 嶋本ダイカスト株式会社 兵庫県神戸市西区見津が丘２丁目３番地６ 島本　一成 製造業 https://www.shimamoto-die-casting.co.jp

兵庫県 株式会社シュゼット・ホールディングス 兵庫県西宮市久保町５―１６　ハーバースタジオ４３南館 蟻田　剛毅 製造業 http://www.suzette.co.jp/

兵庫県 株式会社洲本整備機製作所 兵庫県洲本市宇山１―４―６ 番所　利行 製造業 https://www.sumoto-seibiki.co.jp/

兵庫県 株式会社セイコー 兵庫県神戸市西区室谷２丁目７番地３ 宇野　茂一 製造業 －

兵庫県 株式会社セイバン 兵庫県たつの市龍野町片山３７９－１ 泉貴　章 製造業 https://www.seiban.co.jp/

兵庫県 大洋興業株式会社 兵庫県姫路市広畑区東新町３―１０３ 原田　公弘 建設業 http://www.taiyo21.com

兵庫県 太陽刷子株式会社 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町１９―１８ 小倉　輝紀 製造業 http://www.taiyo-brush.co.jp/

兵庫県 東播染工株式会社 兵庫県西脇市高田井町２２４ 岡田　太 製造業 http://www.toban.jp

兵庫県 特殊梯子製作所有限会社 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町４番１３号 寺本　隆 製造業 https://super-ladder.co.jp

兵庫県 日本ワヰコ株式会社 大阪府大阪市生野区小路３丁目６番２号 木下　浩伸 製造業 http://www.wico.jp/

兵庫県 ハードグラス工業株式会社 兵庫県伊丹市北伊丹７―７９ 下岡　嵩 製造業 www.hardglass.co.jp/

兵庫県 株式会社ハマダ 兵庫県姫路市網干区新在家１２６１―１２ 帽田　泰輔 建設業 https://www.hamada-inc.co.jp/

兵庫県 深江化成株式会社 兵庫県神戸市西区室谷２―２―７ 木村　昌一 製造業 http://www.watson.co.jp

兵庫県 株式会社ブレイン 兵庫県西脇市鹿野町１３５２ 神戸　壽 情報通信業 http://www.bb-brain.co.jp

兵庫県 株式会社横山基礎工事 兵庫県佐用郡佐用町真盛３８５―２ 横山　弘介 建設業 https://www.yokoyamakiso.co.jp/

兵庫県 株式会社横山建設工業 兵庫県加東市東実１０５―２６０ 横山　啓介 製造業 http://www.yokoken-ci.co.jp/

https://www.ohnosha.co.jp/
https://z-saw.co.jp/
http://www.kasatani.co.jp/
http://www.kaibara-kakosi.co.jp/
https://www.kizunakobo.jp/
http://www.kitamura-k.co.jp/
http://www.kido-corp.com/
https://www.kyokko.co.jp/
https://hinode-mirin.co.jp/
http://www.goshoboh.com/
http://ssc-e.co.jp/
http://www.swdpre.co.jp/
http://www.sanalloy.co.jp/
http://www.sansin-ind.jp/
http://www.sanyo-mt.co.jp/
http://sanyou-ind.co.jp/
https://www.sbt.co.jp/
https://www.shimamoto-die-casting.co.jp/
http://www.suzette.co.jp/
https://www.sumoto-seibiki.co.jp/
https://www.seiban.co.jp/
http://www.taiyo21.com/
http://www.taiyo-brush.co.jp/
http://www.toban.jp/
https://super-ladder.co.jp/
http://www.wico.jp/
http://www.hardglass.co.jp/
https://www.hamada-inc.co.jp/
http://www.watoson.co.jp/
http://www.bb-brain.co.jp/
https://www.yokoyamakiso.co.jp/
http://www.yokoken-ci.co.jp/
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奈良県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（18者）
※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

奈良県 池木プラスチック株式会社 奈良県香芝市今泉７６５ 池木　啓仁 製造業 http://ikegipla.com/

奈良県 株式会社池田工業社 奈良県宇陀市榛原萩原２４６０ 和佐野　達也 卸売業、小売業 https://www.yamaine-ikeda.co.jp

奈良県 有限会社井上企画・幡 奈良県奈良市川上町２２３ 林田　千華 製造業 https://www.asa-ban.com/

奈良県 株式会社ＭＳＴコーポレーション 奈良県生駒市北田原町１７３８ 溝口　春機 製造業 http://www.mst-corp.co.jp

奈良県 株式会社M.T.C 奈良県大和高田市大字大谷１２２番地 森　久次 製造業 http://www.mtc-nara.co.jp/

奈良県 株式会社桶谷 奈良県吉野郡吉野町新子３１７ 桶谷　晃弘 卸売業、小売業 https://sake-oketani.com/

http://oleno.jp
http://www.showameriyasu.co.jp

奈良県 株式会社伸和鉄工所 大阪府大阪市平野区平野東４―４―３４ 丸山　和俊 製造業 http://www.shinwa-iw.co.jp

奈良県 株式会社タナベ 奈良県磯城郡田原本町千代８２８番地 志村　亮 製造業 http://www.jukichi.jp

奈良県 テクノス株式会社 奈良県奈良市法蓮町１９７番地の１ 白崎　浩良 製造業 https://www.tecnos-net.co.jp

奈良県 株式会社トーマ 奈良県大和高田市東雲町１３―４ 当麻　和重 製造業 http://www.e-toma.com/

奈良県 株式会社ニット・ウィン 奈良県葛城市木戸１９５―７ 西口　勝博 製造業 https://www.knitwin.com

奈良県 フジパック株式会社 奈良県北葛城郡広陵町南郷３２０ 藤田　忠芳 製造業 http://fuji-pack.co.jp/

奈良県 株式会社フルックス 奈良県大和郡山市池沢町２３０ 黒田　久一 製造業 https://www.frux.jp/

奈良県 株式会社みやまえ 奈良県生駒郡平群町西宮２―１２―３６ 宮前　有一郎 製造業 http://www.miyamae-ginger.jp/

奈良県 名阪食品株式会社 奈良県桜井市吉備４５２―７ 清水　克能 宿泊業・飲食サービス業 https://www.meihan-shokuhin.co.jp/

奈良県 ヤマヤ株式会社 奈良県北葛城郡広陵町疋相９７―１ 野村　佳照 製造業 www.yamaya-e.com

奈良県 株式会社吉川製作所 奈良県大和高田市田井１６６―４ 吉川　潤 製造業 http://ys-vacuum.com

井上　克昭 製造業奈良県 昌和莫大小株式会社 奈良県北葛城郡広陵町大字百済１３６９番地１

http://ikegipla.com/
https://www.yamaine-ikeda.co.jp/
https://www.asa-ban.com/
http://www.mst-corp.co.jp/
http://www.mtc-nara.co.jp/
https://sake-oketani.com/
http://oleno.jp/
http://www.showameriyasu.co.jp/
http://www.shinwa-iw.co.jp/
http://www.jukichi.jp/
https://www.tecnos-net.co.jp/
http://www.e-toma.com/
https://www.knitwin.com/
http://fuji-pack.co.jp/
https://www.frux.jp/
http://www.miyamae-ginger.jp/
https://www.meihan-shokuhin.co.jp/
http://www.yamaya-e.com/
http://ys-vacuum.com/


別紙2

和歌山県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（24者）
※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

和歌山県 アドバン工業株式会社 和歌山県和歌山市栄谷８８２番地 長尾　宗紀 製造業 http://www.advan-industry.co.jp

和歌山県 株式会社アワーズ 大阪府松原市丹南３丁目２番１５号 山本　雅史 生活関連サービス業、娯楽業 http://www.aws-s.com

和歌山県 浦島観光ホテル株式会社 三重県南牟婁郡紀宝町成川８５６ 成田　安弘 宿泊業・飲食サービス業 http://www.urashimachain.co.jp/

和歌山県 株式会社ODEC 和歌山県有田市野４１６―２ 中昌　紀 製造業 http://www.odec-wakayama.com/

和歌山県 株式会社オプラス 和歌山県和歌山市小倉４１１―１８ 上中　崇司 運輸業、郵便業 https://www.oplus-inc.com

和歌山県 堅田漁業協同組合 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田２５２１ 堅田　隆弘 漁業 https://toretore.com/

和歌山県 カネマサ莫大小株式会社 和歌山県和歌山市小雑賀１２９番地 百間谷　和紀 製造業 http://www.kanemasa-inc.jp/

和歌山県 紀陽除虫菊株式会社 和歌山県海南市下津町上１１３５ 小久保　好章 製造業 http://kiyou-jochugiku.co.jp/

和歌山県 協和プレス工業株式会社 和歌山県紀の川市長田中３４５―７ 野村　壮吾 製造業 http://www.kyowa-p.co.jp/

和歌山県 株式会社酒本運送 和歌山県有田郡有田川町中井原３１２ 阪本　享三 運輸業、郵便業 http://sakamotounso.com/

和歌山県 株式会社サンコー 和歌山県海南市大野中７１５ 角谷　太基 製造業 http://www.sanko-gp.co.jp/

和歌山県 有限会社島本化繊起毛工場 和歌山県和歌山市市小路２２７―５ 島本　和寬 製造業 http://www.shimamotokimou.com/

和歌山県 相互タクシー株式会社 和歌山県和歌山市松島２２２ 田畑　孝芳 運輸業、郵便業 https://www.w-sogo.co.jp/

和歌山県 中田食品株式会社 和歌山県田辺市下三栖１４７５―１３０ 中田　吉昭 製造業 http://www.nakatafoods.co.jp/

和歌山県 南海砂利株式会社 和歌山県橋本市学文路１９１―２ 上田　純也 鉱業、採石業、砂利採取業 http://www.nankai-jari.co.jp/

和歌山県 南海スチール株式会社 和歌山県和歌山市雑賀崎２０１７番地６ 中野　一宏 製造業 http://www.nankaisteel.co.jp

和歌山県 西村工業株式会社 和歌山県和歌山市築港５―７―４ 西村　和浩 建設業 http://www.nishimurakougyou.co.jp/

和歌山県 株式会社西村物産 和歌山県有田市宮崎町２３０５ 西村　強 製造業 http://www.nishimura-bussan.jp/

和歌山県 福原ニードル株式会社 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田２７５３番地の１ 福原　裕司 製造業 http://www.fukuhara-needle.co.jp

和歌山県 株式会社プラス 和歌山県田辺市宝来町１７―１２　プラス本社ビル 野田　正史 卸売業、小売業 http://plusnet.co.jp

和歌山県 株式会社丸和 和歌山県和歌山市坂田３４８ 丸山　裕加 製造業 https://www.maruwa-wk.co.jp/

和歌山県 株式会社ヤマサ脇口水産 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地６―６―９ 脇口　光太郎 卸売業、小売業 https://maguro-yamasa.com/

和歌山県 株式会社豊工業所 和歌山県和歌山市雑賀崎２０２１―９ 久保　晋典 製造業 http://www.yutakakogyosho.co.jp/index.html

和歌山県 ワコン株式会社 和歌山県紀の川市中井坂３６１ 西田　耕平 製造業 http://www.wa-con.co.jp/

http://www.advan-industry.co.jp/
http://www.aws-s.com/
http://www.urashimachain.co.jp/
http://www.odec-wakayama.com/
https://www.oplus-inc.com/
https://toretore.com/
http://www.kanemasa-inc.jp/
http://kiyou-jochugiku.co.jp/
http://www.kyowa-p.co.jp/
http://sakamotounso.com/
http://www.sanko-gp.co.jp/
http://www.shimamotokimou.com/
https://www.w-sogo.co.jp/
http://www.nakatafoods.co.jp/
http://www.nankai-jari.co.jp/
http://www.nankaisteel.co.jp/
http://www.nishimurakougyou.co.jp/
http://www.nishimura-bussan.jp/
http://www.fukuhara-needle.co.jp/
http://plusnet.co.jp/
https://www.maruwa-wk.co.jp/
https://maguro-yamasa.com/
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