
企　業　名 業　　種 住　　所 企　業　名 業　　種 住　　所

1 佐藤薬品工業株式会社 医薬品製造 橿原市 47 ケイミュー株式会社 住宅建材 大阪市中央区

2 田村薬品工業株式会社 医薬品製造 大阪市中央区 48 株式会社鍜治田工務店 建　設 大阪市中央区

3 株式会社テクノーブル
医薬部外品・化
粧品原料製造

大阪市西区 49 株式会社丸島アクアシステム 建　設 大阪市中央区

4 岡村印刷工業株式会社 印　刷 高市郡 50 株式会社森下組 建　設 吉野郡

5 関西美術印刷株式会社 印　刷 奈良市 51 村本建設株式会社 建　設 大阪市天王寺区

6 共同精版印刷株式会社 印　刷 奈良市 52 株式会社豊　国 建設土木業 北葛城郡

7 株式会社ＪＩＴＳＵＧＹＯ 印　刷 奈良市 53 株式会社トーコー 建築用金属製造 生駒市

8 株式会社天理時報社 印　刷 天理市 54 生駒市役所 公　務 生駒市

9 奈良交通株式会社 運　輸 奈良市 55 自衛隊奈良地方協力本部 公　務 奈良市

10 株式会社いそかわ 卸売・小売 奈良市 56 奈良県警察本部 公　務 奈良市

11 カネマル株式会社 卸売・小売 奈良市 57 大光宣伝株式会社 広告業 生駒市

12 株式会社スズキ自販奈良 卸売・小売 奈良市 58 株式会社十川ゴム ゴム製品製造 大阪市西区

13 千壽庵吉宗奈良本店株式会社 卸売・小売 奈良市 59 東洋シール工業株式会社 ゴム製品製造 生駒郡

14 トヨタカローラ奈良株式会社 卸売・小売 奈良市 60 梅乃宿酒造株式会社 酒類製造 葛城市

15 トヨタ部品奈良共販株式会社 卸売・小売 奈良市 61 ＧＭＢ株式会社 自動車部品製造 磯城郡

16 奈良日産自動車株式会社　 卸売・小売 大和郡山市 62 辰巳電子工業株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ 橿原市

17 奈良スバル自動車株式会社 卸売・小売 橿原市 63 株式会社フジデン 情報通信 尼崎市

18 奈良ダイハツ株式会社 卸売・小売 奈良市 64 近鉄ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社 情報通信 生駒市

19 奈良中央三菱自動車販売株式会社 卸売・小売 奈良市 65 株式会社井上天極堂 食料品製造 御所市

20 奈良トヨタ自動車株式会社 卸売・小売 磯城郡 66 株式会社三　晃 食料品製造 大和郡山市

21 奈良トヨペット株式会社 卸売・小売 奈良市 67 三和製菓株式会社 食料品製造 奈良市

22 株式会社奈良マツダ 卸売・小売 奈良市 68 三和澱粉工業株式会社 食料品製造 橿原市

23 株式会社ナカガワ 卸売・小売 大和高田市 69 株式会社日本食品科学 食料品製造 生駒市

24 市民生活協同組合ならコープ 卸売・小売 奈良市 70 株式会社バイカル 食料品製造 京都市左京区

25 日産ﾌﾟﾘﾝｽ奈良販売株式会社 卸売・小売 奈良市 71 株式会社マル勝髙田商店 食料品製造 桜井市

26 株式会社日産サティオ奈良 卸売・小売 大和郡山市 72 名阪食品株式会社 食料品製造 桜井市

27 西垣林業株式会社 卸売・小売 桜井市 73 株式会社奈良ホテル 宿　泊 奈良市

28 ネッツトヨタ奈良株式会社 卸売・小売 奈良市 74 河村繊維株式会社 繊維製品製造 大和高田市

29 ﾌﾞﾘヂｽﾄﾝﾀｲﾔ奈良販売株式会社 卸売・小売 奈良市 75 丸二倉庫グループ　 倉庫・運輸 大阪市西区

30 株式会社丸産業 卸売・小売 橿原市 76 奈良県農業協同組合 総合農協 奈良市

31 東邦化成株式会社　　　　　　　　
化学・電気製
造

大和郡山市 77 大和ガス株式会社 都市ガス事業 大和高田市

32 共栄社化学株式会社 化学工業品製造 大阪市中央区 78 株式会社潮技術コンサルタント
土木建築
ｻｰﾋﾞｽ

香芝市

33 クオリカプス 株式会社 化学工業品製造 大和郡山市 79 株式会社鞄工房山本 皮革製品製造 橿原市

34 株式会社池田工業社 玩具製造 宇陀市 80 社会医療法人高清会 高井病院 病　院 天理市

35 ザ・パック株式会社 紙加工品製造 大阪市東成区 81 地方独立行政法人奈良県立病院機構 病　院 大和郡山市

36 株式会社ツバキ・ナカシマ 機械器具製造 葛城市 82 ウｴルコンサル株式会社 福祉・介護 大和郡山市

37 株式会社寺田ポンプ製作所 機械器具製造 大和高田市 83 医療法人健和会 福祉・介護 天理市

38 株式会社ヒガシモトキカイ 機械器具製造 山辺郡 84 医療法人鴻池会 福祉・介護 御所市

39 株式会社南都銀行 金　融 奈良市 85 社会福祉法人功有会 福祉・介護 北葛城郡

40 奈良信用金庫 金　融 大和郡山市 86 小　山株式会社 物品賃貸 奈良市

41 奈良中央信用金庫 金　融 磯城郡 87 株式会社山晃住宅 不動産 北葛城郡

42 大和信用金庫 金　融 桜井市 88 三和住宅株式会社 不動産 奈良市

43 株式会社ＭＳＴコーポレーション 金属製品製造 生駒市 89 国際化工株式会社
プラスチック
製品製造

御所市

44 株式会社伊藤金属製作所 金属製品製造 大和郡山市 90 天龍化学工業株式会社
プラスチック
製品製造

磯城郡

45 株式会社誠　宏 金属製品製造 富田林市 91 株式会社トーマ 木製品製造 大和高田市

46 ホーセック株式会社 金属製品製造 京都市伏見区
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