
なら女性活躍推進倶楽部　会員登録企業・事業所一覧（登録順　H31.3．27現在）   会員企業１０１

番号 事業所・団体名 主な業種 番号 事業所・団体名 主な業種

1 中井総合会計事務所 学術研究、専門・技術サービス業 52 株式会社創造工舎 建設業

2 株式会社福嶋組 建設業 53 株式会社ファーマシー木のうた 卸売・小売業

3 たけや興業株式会社 建設業 54 社会福祉法人佐保会 医療、福祉

4 株式会社パンドラファームグループ 農業、林業 55 近畿ビルサービス株式会社奈良営業所 その他サービス業

5 社会福祉法人青垣園 医療、福祉 56 大塚製薬株式会社大阪支店奈良出張所 製造業

6 株式会社M．T．C 製造業 57 佐藤薬品工業株式会社 製造業

7 社会保険労務士法人アウルス 学術研究、専門・技術サービス業 58 株式会社天平庵 卸売・小売業

8 社会福祉法人協同福祉会 医療、福祉 59 奈良県民共済生活協同組合 その他サービス業

9 西垣靴下株式会社 製造業 60 株式会社Women's Future Center その他サービス業

10 株式会社LINK'S　HEART 生活関連サービス業、娯楽業 61 大阪ガス株式会社　奈良事業所 電気・ガス・熱供給・水道業

11 社会福祉法人正和会 医療、福祉 62 株式会社松田組 建設業

12 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 金融業・保険業 63 株式会社ＪＩＴＳＵＧＹＯ その他サービス業

13 東邦化成株式会社 製造業 64 奈良交通株式会社 運輸業、郵便業

14 社会福祉法人南都栄寿会 医療、福祉 65 株式会社レオパレス２１ 不動産業、物品賃貸業

15 市民生活協同組合ならコープ 卸売・小売業 66 株式会社山晃住宅 不動産業、物品賃貸業

16 東京海上日動火災保険株式会社 金融業・保険業 67 矢羽田建設株式会社 建設業

17 株式会社池田工業社 卸売・小売業 68 三笠産業株式会社 製造業

18 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 金融業・保険業 69 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン その他サービス業

19 山本松産業株式会社 製造業 70 住友生命保険相互会社　奈良支社 金融業・保険業

20 第一生命保険株式会社奈良支社 金融業・保険業 71 イオンリテール株式会社近畿カンパニー 卸売・小売業

21 社会福祉法人ならやま会 医療、福祉 72 クオリカプス株式会社 製造業

22 株式会社和田エンジニアリング 建設業 73 株式会社ニチイ学館　奈良支店 その他サービス業

23 株式会社南都銀行 金融業・保険業 74 株式会社マスオ綜合事務管理センター その他サービス業

24 社会福祉法人宝山寺福祉事業団 医療、福祉 75 株式会社砂糖傳増尾商店 卸売・小売業

25 大和信用金庫 金融業・保険業 76 株式会社奈良自動車学校 卸売・小売業

26 社会福祉法人太樹会　和里（にこり） 医療、福祉 77 社会福祉法人大和清寿会 医療、福祉

27 梅乃宿酒造株式会社 製造業 78 株式会社ライフエール 医療、福祉

28 大和リース株式会社奈良支店 その他サービス業 79 医療法人健和会 医療、福祉

29 関西電力株式会社奈良支社 電気・ガス・熱供給・水道業 80 株式会社柿の葉すし本舗たなか 製造業

30 社会福祉法人ぷろぼの 医療、福祉 81 富国生命保険相互会社　奈良支社 金融業・保険業

31 株式会社ワイズスタッフ 情報通信業 82 株式会社井上天極堂 製造業

32 株式会社ニシヨシ 建設業 83 社会福祉法人清光会 医療、福祉

33 有限会社一吾 建設業 84 福岡労務経営事務所 学術研究、専門・技術サービス業

34 アイ・ピー・ファイン株式会社 情報通信業 85 社会医療法人平和会 医療、福祉

35 株式会社日本政策金融公庫奈良支店 金融業・保険業 86 社会福祉法人室生会 医療、福祉

36 株式会社ナカガワ 卸売・小売業 87 株式会社ECO-ART 建設業

37 株式会社岸本製作所 製造業 88 富士通株式会社奈良支店 情報通信業

38 山口建設株式会社 建設業 89 森髙建設株式会社 建設業

39 奈良中央信用金庫 金融業・保険業 90 社会福祉法人徳眞会　たけのこ園 医療、福祉

40 社会福祉法人　功有会 医療、福祉 91 株式会社サンエー化研奈良工場 製造業

41 特定非営利活動法人三郷サンサンハウス 医療、福祉 92 株式会社マル勝髙田商店 卸売・小売業

42 社会福祉法人　萌 医療、福祉 93 村島硝子商事株式会社 卸売・小売業

43 コマツ教習所株式会社 その他サービス業 94 株式会社CWS その他サービス業

44 有限会社あいネット 医療、福祉 95 全労済奈良推進本部 金融業・保険業

45 社会福祉法人明徳会 医療、福祉 96 社会福祉法人晃宝会 医療、福祉

46 社会福祉法人祥水園 医療、福祉 97 株式会社丸國林業 卸売・小売業

47 奈良県信用保証協会 金融業・保険業 98 大和ハウス工業株式会社奈良支店 建設業

48 株式会社リビングイワイ 電気・ガス・熱供給・水道業 99 奈良精工株式会社 製造業

49 株式会社ハンナ 運輸業、郵便業 100 社会福祉法人郡山双葉会幼保連携型認定こども園　やまと保育園 教育、学習支援業

50 社会福祉法人うねび会ぽれぽれケアセンター白橿 医療、福祉 101 一般社団法人奈良県医師会 その他サービス業

51 社会福祉法人以和貴会 医療、福祉


