
【ガス開発協力会社】

会社名 住所 代表者氏名

アイチボイラーサービス（株） 堺市南区鴨谷台2-6-1-2001 代表取締役　中原 栄蔵

アイナックス稲本(株)関西支店 尼崎市金楽寺町1-6-44 支店長　日下 彰浩

(株)ＡｉＨＯ　大阪支店 大阪市東淀川区豊里7-6-13 代表取締役社長　寺部 良洋

(株)ＡｉＨＯ　京都営業所 京都市南区上鳥羽藁田26-1 代表取締役社長　寺部 良洋

（有）アサイ商会 神戸市中央区東川崎町7-7-1-108 代表　浅井 久義

浅尾化学工業(株) 尼崎市大庄中通4-7-1 代表取締役　浅尾 好弘

旭（株） 大阪市東成区神路4-3-18 代表取締役社長　光山 卓也

(株)アサヒ製作所 大阪営業所 大阪市生野区巽中2-11-2 所長　髙坂 重人

旭調理機(株) 羽曳野市野76-6 代表取締役社長　宅 裕司

（株）アプローズ 大阪市浪速区桜川2-4-33 代表取締役　皆木 敏宏

（株）アミスタ 大阪市淀川区宮原4-1-45　新大阪八千代ビル　3F-B 代表取締役　髙橋 孝明

（株）あらい洗機 大阪市阿倍野区王子町1-5-1 代表取締役　新井 政美

(有)アワジヤ菓機 大阪市中央区難波千日前7-11 代表取締役社長　柴峠 光志

(株)イーネット 大阪市生野区巽北2-14-2 代表取締役　高山　賢

(株)イトイ大建 大阪市東成区東中本2-4-21 代表取締役　松村 晃

伊東公業（株） 京都市下京区和気町15 代表取締役　伊東 卓勇

今木厨房設備（有） 堺市北区金岡町845 代表取締役  山内 武

今村商店 天理市丹波市町372 代表者　今村 欣司

ＷＡＳＨ 神戸市北区有野町有野2073-22 代表者　松本 孝臣

エイコー食機販売（株） 門真市舟田町23-28 代表取締役  藤原 俊浩

ＡＣＥ厨設（株） 吹田市青葉丘南6-9-301 代表取締役  川畑　寛明

(株)エーワン・テック 京都市上京区西堀川通丸太町下ル下堀川町154-1 代表取締役社長　北村 利博

エナジーメイト(株) 大阪市中央区久太郎町3-6-8　御堂筋ダイワビル12F 代表取締役社長　竹口 英樹

（株）エネテック大阪 堺市堺区砂道町1丁1-29 代表取締役　竹内 浩

エネテック京都（株） 京都市南区東九条南石田町74-2 代表取締役　玉泉 久慶

荏原商事(株)　大阪支店 大阪市淀川区西中島5-2-5　中島第2ﾋﾞﾙ8F 支店長　鈴木 智尚

荏原実業(株)　関西営業所 大阪市中央区平野町3-2-13 平野町中央ビル５Ｆ 所長　綿谷 龍一

エム・エンジニアリング 明石市荷山町2751-7 藤田 正義

（株）ＭＭＳ 神戸市長田区日吉町5-1-28-503 代表取締役　松本 信也

王子テック（株） 大阪市旭区生江1-1-13 代表取締役  野瀬　秀弘

(株)大岩ﾏｼﾅﾘｰ　関西支店 大阪市浪速区桜川3-4-9 支店長　金澤 広昭

大阪光工業(株) 大阪市西淀川区歌島1-21-8 代表取締役　井川 光三

大阪自動機(株) 奈良県生駒市谷田町1258番3 代表取締役　小宮 賢治

大阪屋商事(株) 神戸市中央区元町通6-2-35 代表取締役　中村 敬太郎

（株）大西商店 大阪市東成区神路3-7-24 代表取締役　大西 成久

大淀ボイラー興業(株) 大阪市北区中津1-16-35 代表取締役　鎌倉 義忠

岡村商事(株) 東大阪市高井田15-15 代表取締役　岡村 良久

岡村プロテックス（株） 東大阪市近江堂3-4-49 代表取締役　岡村 良則

（株）小川鉄工所 東大阪市布市町1-4-15 代表取締役　貴島 伸悟

奥田化学産業 大阪府堺市美原区黒山２ 代表　奥田 敬之

小田合繊工業(株) 大阪市中央区久太郎町3-6-8　御堂筋ダイワビル12F 代表取締役社長　小田 浩平

カート（株） 加古川市平岡町一色西2-114-1 代表取締役　石原 満

海南ボイラー工業(株) 東大阪市鳥居町3番18号 代表取締役　古田 剣次

(有)角田鐵工所 京都市上京区千本通上立売東入姥ヶ寺前町894 代表取締役　角田 篤司

(株)勝藤屋 京都市下京区朱雀分木町79番地 代表取締役　今井 勝

(株)カナイ 京都市南区吉祥院井ノ口町26-3 代表取締役　金井 健

(株)甲屋 京都市下京区七条通新町東入西境町154 代表取締役　舛田　昭平

（株）カワニシ 京都府久世郡久御山町森三丁20-1 代表取締役　宍戸 伸考

河本モーター 大阪市西区南堀江4-27-12 河本 武雄

(株)関西サービス 東大阪市新庄2-18-24 代表取締役　立石 健男



会社名 住所 代表者氏名

（有）関西厨房 神戸市西区二ツ屋1-28-1 代表取締役  國枝　稔三

北沢産業(株)　大阪支店 大阪市淀川区宮原1-17-33 代表取締役社長  北川 正樹 

木田精工(株) 大阪府東大阪市宝町13-26 代表取締役　木田 潔

(有)北山厨房ガスメンテナンス 松原市松ヶ丘4丁24-14 代表取締役  北山 明伸

菊川汽罐工業(株) 神戸市長田区蓮宮通2-7-1 代表取締役　菊川 稔章

キッチンテクノ（株） 大阪市西淀川区御幣島5-1-29 代表取締役社長　森下 和光 

キデン工業(株) 吹田市南吹田5-14-2 代表者　春名 康男

京栄設備 京都市伏見区深草西川原町36-1　Ａ棟208 代表者　髙野 雅之

(株)京都ボイラサービス 京都市西京区大枝南福西町2-4-22 代表取締役　上西 敏広

京都ランドリーサービス（株） 久世郡久御山町森川端77-8 代表取締役　須河 昌夫

(株)共立 京都市下京区中堂寺壬生川町8-3 代表取締役　奥 博允

(株)協和 大阪市東淀川区大桐4-1-2 代表取締役　増田 豊一

協和技研メンテナンス(株) 宝塚市中筋山手1-14-4 代表取締役  古谷 知彦

（株）クリエイト 栗東市安養寺6-9-61 代表取締役　馬場 哲夫

(有)黒瀬エンジニアリング 神戸市長田区苅藻島町1-1-60 代表取締役　黒瀬 研二

桑迫メンテナンス 神戸市中央区割塚通5-2-22 代表　桑迫　睦男

（株）ＫＩＰ 西宮市生瀬2-24-3 代表取締役　幸徳 昌裕

ＫＳＣコンサルタンツ 大阪市中央区平野町4-6-12 井筒　繁正

（株）ケンビ 大阪市浪速区元町1-11-16　ボンジョルノ難波１F 代表取締役　上中野　寛典

(株)興産商事 堺市東区日置荘西町5丁目9-8 代表取締役　松尾 洋一

神戸調理機(株) 神戸市西区伊川谷町有瀬702-3 代表取締役　黒岩 栄太郎

神戸電器 神戸市西区上新地3-8-10 代表　宮本 直樹

晃洋厨機(株) 大阪市住之江区御崎5-11-12 代表取締役社長　川瀬 浩一

光洋(株) 大阪市此花区島屋4-1-7 代表取締役　西尾 隆裕

小柴商店 姫路市大塩町781-2 代表者　小柴　邦夫

後藤ボイラー工業(株) 姫路市林田町下伊勢字上の段418-135 代表取締役　後藤 洋祐

(株)コメットカトウ　大阪営業所 東大阪市長田東3-3-32　東洋交易ビル5F 取締役社長　野々部 正幸

サイカ技研工業 和歌山市小雑賀189-2 雑賀 敏昭

(有)さきがけ菓機 大阪市東成区大今里南2-5-7 代表取締役　清水 治雄

(株)サムソン大阪南メンテナンス 堺市北区長曾根町3000-8 代表　稲葉 洋子

澤野商事 丹波市山南町金屋223 代表　澤野 加代子

(株)三宝テック 大阪市大正区千島1-6-1 代表取締役　木澤 博

三和厨房(株) 八尾市中田4-153 代表取締役　中野 圭二

（株）滋賀厨房 滋賀県近江八幡市加茂町379 代表取締役　塩田　公代

(有)軸丸精機 姫路市幸町208 代表取締役　軸丸 昌浩

(株)品川工業所 奈良県磯城郡田原本町八尾508 代表取締役　小笠原　昭典

(有)柴田金物 大阪市中央区難波千日前14-3 取締役  柴田　成明

昭和商事(株) 奈良県生駒郡安堵町窪田127-2 代表取締役　中川 典昭

(株)昭和設備汽機 京都市下京区西七条南月読町73 代表取締役　神崎 守

ジョンソンボイラ(株) 堺市東区草尾278 代表取締役　堀内 一史

ジョンソンボイラ（株）神戸営業所 神戸市須磨区古川町4-3-13 大谷 和明

（株）シルクインダストリー 守口市南寺方東通4-13-5 代表取締役  山岡　哲也

新誠機工(株) 大阪市淀川区三津屋南2-5-18 代表取締役　高橋 義基

シンポ(株) 吹田市江坂町2-4-15　末広商事ビル 代表取締役社長　安藤 紀彦

（株）杉浦設備 堺市神南辺町2-76-1 918号 代表取締役　杉浦 幸治

鈴木産業(株) 京都市西京区山田久田町3-15 代表取締役　鈴木 淳司

（有）スズキ産業滋賀 大津市日吉台4丁目12－2 代表者　濱田 昌宏

(株)鈴木商会 京都市右京区太秦松本町14 代表取締役　鈴木 和美

（株）スチームプロフィット 姫路市広畑区西蒲田1520 代表取締役　黒田 精二

（株）生研 京都市下京区朱雀正会町28-7 代表取締役  平井　康彦

(株)成研 京都市伏見区下鳥羽広長町226 代表取締役社長　成田 克永



会社名 住所 代表者氏名

(株)千田 大阪市中央区難波千日前8-16 代表取締役 社長　川端 健

(株)創機 奈良県生駒市西白庭台3-3-18 代表取締役　富田 純平

(株)創匠 堺市北区長曽根3084番地1の904 代表取締役　岡田　重廣

(株)ぞう屋 大阪市生野区巽北3-13-20 代表取締役　竹元 眞由美

(株)大紀工業 大津市鶴の里18-18 代表取締役　河村 大史朗

大昭商事(株) 神戸市中央区雲井通3-1-14 代表取締役　藤原 豊

ダイシン化学産業（株） 神戸市北区東有野台4-11-13 代表取締役　塩田 順三

（株）大成総合設備 京都府久世郡久御山町中島池ノ上49 甲斐 芳雄

ダイヤコスモ（株） 奈良県桜井市生田1003 代表取締役社長　佐治 知洋

大洋厨房(株) 大津市におの浜3-1-39 代表取締役社長　西村 均

太陽電機工業(株) 京都市山科区勧修寺東堂田町267 代表取締役　山田 章博

大和綜業(株) 和歌山市島崎町6-30 代表取締役  河内 章

(有)髙嶋機工 神戸市東灘区住吉南町4-3-18 代表取締役　高嶋 昭二

タカラスタンダード（株）事業開発部 大阪市城東区鴫野東1-2-1 代表取締役社長  渡辺 岳夫

（株）宝屋 大阪市浪速区日本橋東3-3-25 代表取締役  出口 貴之

武田商会 和歌山市中之島2019 代表  武田　和也

(株)タケマス 大阪市西区千代崎1-12-15 代表取締役　小林 太一

立花鐵工所 京都市上京区油小路通一条上る元百万遍町５５０ 所長　立花 滋男

谷岡薬品工業(株) 東大阪市西堤本通東1-7-14 代表取締役　谷岡 弘章

タニコー(株)　大阪支店 大阪市淀川区東三国2-38-7 代表取締役社長　谷口 秀一

タニコー(株)　京都営業所 京都市伏見区竹田西段川原町102番地 代表取締役社長　谷口 秀一

タニコー(株)　神戸営業所 神戸市東灘区御影本町2-4-5 代表取締役社長　谷口 秀一

(株)丹青社　関西支店
大阪府大阪市北区大深町3番1号
グランフロント大阪 タワーB 24F

代表取締役社長  高橋 貴志 

中央特機(株) 大阪市北区中津7-7-1 代表取締役  松本 宏爾

中央化機（有） 守山市播磨田町280-18 代表取締役　野村 忠史

（株）辻商プランニング 伊丹市南本町7-1-1-708 代表取締役　辻 博

鶴亀温水器工業(株) 東大阪市高井田西3-2-21 代表取締役　八和田 靖夫

（有）ディーライズ 大阪市中央区博労町4-7-1 ノバカネイチ本町御堂606 代表取締役  大島 隆男

テンドワン 神戸市西区春日台6-17-8 代表者  黒岩 孝志

(株)東京洗染機械製作所　大阪支店 大阪市住吉区南住吉1丁目2-21 支店長　桜井 雄司

(株)遠山 大阪市東成区大今里西2-2-11 代表取締役　遠山 俊

東洋ボイラ設備(株) 京都府宇治市槇島町目川180-1 代表取締役　坂根 登志雄

（株）トリリオン 東京都品川区西五反田２－１８－２五反田KYビル６F 代表取締役　木地本 朋奈

直本工業（株） 大阪市天王寺区石ケ辻町19-8 代表取締役社長　直本 行雄 

(株)中西製作所　大阪支店 大阪市生野区巽南5-4-14 代表取締役社長　中西 一真

(株)中西製作所　京都営業所 京都市伏見区竹田田中宮町15 代表取締役社長　中西 一真

(株)中西製作所　神戸営業所 神戸市兵庫区中道通4-2-19 代表取締役社長　中西 一真

（株）中西製作所　奈良営業所 大和郡山市今国府町6-3 代表取締役社長　中西 一真

（株）中野外食サプライ 大阪府堺市中区八田北町10-9 代表取締役　中野宏信

西田汽缶工業(株) 堺市堺区西湊町1-6-27 代表取締役社長　西田 佳宏

（株）西田サービス 河内長野市木戸3-26-4 代表者　西田 正

(株)西田製作所 大阪市平野区加美東4-5-20 代表取締役　宗山 冬弥

西出商会 貝塚市加神1-24-6 西出　良孝

（株）日関冷機工業 岸和田市小松里町2312 代表取締役　釘宮 金生

日理（株） 東大阪市長田東2-1-11 代表取締役社長　有馬 公明

日精オーバル(株) 枚方市中振1-16-27-504 大阪営業所所長　三井 世

日本洗浄機（株）　大阪営業所 大阪市城東区永田4-2-7 代表取締役社長  中川 幹夫

日本調理機(株)　関西支店 豊中市走井2-9-2 代表取締役社長  齋藤 有史 

日本表面化学(株)　大阪支店 東大阪市長田東1-1-18 代表取締役　石田 俊一

(株)日本保缶工業所 和歌山市毛見228－64 代表取締役　山崎 直紀

(株)熱技研通商 神戸市灘区神ノ木通2-4-1 代表取締役　田上 元英



会社名 住所 代表者氏名

(株)乃村工藝社 大阪市住之江区東加賀屋1-11-26 代表取締役　榎本  修次

乗富商店 堺市南区赤坂台3-9 22棟102号 乗富 康男

ハービーテクノ(株) 豊中市庄本町4-5-5 代表取締役　三木 志明

服部工業（株）　大阪営業所 東大阪市西石切町5-5-10　西武ビル101 代表取締役  服部　俊男

濱中ボイラ工業(株) 大阪市都島区都島北通1-4-27 代表取締役　濱中 勝也

(株)原製菓機 大阪市中央区島之内1-22-10 代表取締役　澤井 貴志

（株）ビクター特販 豊中市上津島2-18-20 代表取締役　平田 弘昭

(株)ビティー 大阪市平野区長吉川辺3-5-4 代表取締役  松本 行正 

日野工業（株） 大阪市平野区平野市町2-3-24 代表取締役　手島 成美

日之出工業(株) 大阪市西淀川区出来島3-1-10 代表取締役社長　藤井 敬之助

（株）ヒラタ 神戸市須磨区弥栄台5-11-2 代表取締役社長　平田 知之

(株)ヒロ・インターキッチン 東大阪市本庄西2-6-41 代表取締役　大塚　博

(有)廣江エンジニアリング 京都市中京区壬生下溝町29-10 代表取締役　廣江 順一

ヒロセ大阪(株) 大阪市西区立売堀5-3-20ヒロセビル4階 代表取締役　四橋 秀夫

（株）フカクサ 京都市東山区本町8-82-4 代表取締役　石部 厚彦

フクモト設備工業（株） 摂津市鳥飼上3-20-15 代表取締役　福元 利典

(有)藤川洗機 加古川市野口町北野1085-7 取締役　吉岡 あり佐

(株)フジコー 吹田市長野西10-8 取締役　藤原 幸勇

不二サービス(株) 柏原市本郷5-6-23 代表取締役　内田 洋

(株)富士商会 松原市小川6-3-20 代表取締役　澤田 政義

(株)不二商会 神戸市兵庫区高松町2-3 代表取締役　藤波 哲也

(株)フジマック　大阪営業部 吹田市垂水町1-41-2 代表取締役社長　熊谷 光治

(株)フジマック　京都営業所 京都市伏見区竹田北三ツ杭町36番地 代表取締役社長　熊谷 光治

(株)フジマック　神戸営業所 神戸市兵庫区和田宮通3-3-17 代表取締役社長　熊谷 光治

船治産業(株) 京都市中京区聚楽廻南町1 代表取締役　梅村 速太郎

（株）ヘアラボ小林 堺市堺区中之町東1-1-15 代表取締役　村島 有治

(株)逢光エンジニアリング 大阪市福島区玉川1-1-36-4003 代表取締役  保坂 譲

ホシザキ京阪(株) 大阪市中央区内本町2-2-12ﾎｼｻﾞｷ本町ﾋﾞﾙ 代表取締役社長　田中裕一

ホシザキ阪神(株) 大阪市淀川区木川東3-1-34 代表取締役社長　秋田孝

細田工業(株) 八尾市太子堂2-2-38 代表取締役　細田 信昭

（有）ホップ技研 神戸市長田区菅原通7-6 代表取締役　清水 弘法

(株)ボネ 京都市右京区嵯峨鳥居本北代町16-5 代表取締役　濱田 博

(株)堀九来堂 京都市中京区二条通り堺町東入ル観音町90 代表取締役　堀 和子

（株）まえだ 池田市石橋2-4-16 代表取締役 前田貞洋

マキノ実業 大津市膳所2-2-30 寺井 実次

(株)松浦食器店 京都市下京区堀川通松原 上る来迎堂町726番 代表取締役社長  松浦 吉洋

(株)マックス 大阪市阿倍野区阿倍野筋4-18-6 代表取締役社長　平岡 亜津志

(株)マツダ 大阪市平野区平野本町3-5-4 代表取締役　松田 正

松原洗機 神戸市兵庫区平野町字天王谷筋西服2 松原 延行

（株）丸五商会 姫路市飾磨区野田町12-2 代表取締役  瀬尾 直弥

(株)丸正 大阪市西淀川区百島2-1-5 代表取締役社長　大島 信幸

(株)マルゼン　大阪支店 大阪市西区西本町2-6-8 代表取締役社長　渡辺 恵一 

(株)マルゼン　京都営業所 京都市伏見区竹田東小屋ノ内町110番地 代表取締役社長　渡辺 恵一 

(株)マルゼン　神戸営業所 神戸市長田区若松町2-1-9ピアザビル２Ｆ 代表取締役社長　渡辺 恵一 

（株）みのや 大阪市東住吉区桑津4-6-21 代表取締役　森 賢人

宮野医療器(株) 神戸市中央区楠町5-4-8 代表取締役　宮野 哲

（株）村幸 吹田市江坂町1-10-17 代表取締役社長  村田 裕太 

(株)ムラヤマ　大阪支店 大阪市西区土佐堀1-4-11 金鳥土佐堀ビル 代表取締役社長  矢倉 俊彦

(株)明城製作所 姫路市西今宿1-11-55 代表取締役社長 吉田 浩

（有）メットプランニング 守口市南寺方東通5-10-20 取締役  吉田 和義

(株)メトス　営業部大阪営業所 大阪市西区靫本町1-6-6大阪華東ビル 所長　門脇 嘉樹



会社名 住所 代表者氏名

(株)森高商店 神戸市中央区楠町6-12-14 代表取締役　小田 智史

(株)八木厨房機器製作所 京都市中京区堺町通四条上ル 代表取締役 会長  八木 清照 

八代洗機(株) 京都市山科区西野山百々町222 代表取締役　桃井 剛

（株）安田 京都市南区唐橋琵琶町49-2 代表取締役　西原 宏

柳原ボイラー設備 京都市右京区西院西寿町14-16 柳原 靖史

山岡金属工業(株) 守口市東郷通2-7-30 代表取締役社長　山岡  秀文

(有)ヤマト洗機 八尾市太田8-23 取締役　乾 幸子

(有)山本 京都市南区吉祥院流作町８－３ 代表取締役　山本 哲男

(株)ユーアイ技研 羽曳野市埴生野577-4 代表取締役　二越 公嗣

（合）ライズサービス 西宮市桜谷町11-56-103 代表社員 石川奈穂美

（株）ライフステージ 大阪府守口市八雲北町3丁目19－7 代表取締役　金本 末廣

（有）リペアーサービス 京都市左京区八瀬近衛町389-3 代表取締役  和田 透

リンナイ(株) 大阪市西区北堀江3-10-21 代表取締役社長  内藤 弘康 

（株）ルネサンス・プロジェクト 福岡県福岡市中央区天神1-12-1　日之出福岡ビル8階 代表取締役　中村鉄哉

（株）ワーク 堺市北区北花田町4-89-23 代表取締役  大田 圭子

ワークス 神戸市垂水区神陵台9-25-10 代表取締役  山中 昭彦

(株)ワールド精機　大阪営業所 大阪市大正南恩加島6-17-14 代表取締役社長　大城 修一

若商会 豊中市上津島2-8-43 若柳 守

（株）和宏 大阪市東淀川区下新庄1-8-20 代表取締役   針間　恭介

(有)和光 大阪市東成区東今里3-12-7 代表取締役　大洲 俊和

(株)和田利工業 京都市右京区太秦安井辻の内10 代表取締役　和田 圭史

オザックス株式会社 東京都千代田区神田三埼町3-1-16　新保町北東急ビル 代表者　尾崎 豊弘

株式会社グローバルスタッフコーポレーション 愛知県一宮市大和町馬引字古宮25-1 代表者　伊藤 銀市郎

フクシマガリレイ（株） 大阪市西淀川区竹島2-6-18 代表取締役社長　福島　裕

河崎冷熱電機 山口県下関市生野町2丁目３１－１３ 代表取締役社長　原川　忠久

(株)タメゴエンジニアリング 大阪市淀川区木川東３丁目２番４号 代表取締役　山本　浩一

テクノ矢崎株式会社(株) 東京都品川区南品川2-2-10　南品川Nビル 代表取締役　佐野　裕昭

（株）榮光社 大阪市北区黒崎町1-2 代表取締役社長　澤村　剛士

ティーケーシステム（株） 東大阪市今米1-2-48　松栄ビル905号 代表取締役　豊田　浩士


	確定

