
会員NO. 名称 郵便番号 住所 電話 取扱い内容 HP

24 （株）エイフ 662-0832 西宮市甲風園1丁目5-16 0798-65-0009 保険 http://eifu.jp/company.html

25 AIG損害保険株式会社 651-0088
神戸市中央区小野柄通3-2-22
富士火災　神戸ビル3階

078-570-4300 保険 http://www.aiu.co.jp/

26 （株）新神戸ホールディング 650-0002 神戸市中央区北野町1丁目 078-291-1121 ホテル http://www.anacrowneplaza-kobe.jp/company/

27
（株）チャイルド社
コンピュータ部　関西営業所

538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤4-12-29 06-4304-4611 システム http://www.child.co.jp/index.html

28 （株）プレミアムサポート 651-2111 神戸市西区池上3-5-11 078-975-1588 保険

29 日本テクノ（株） 532-0003 大阪市淀川区宮原2-1-17-304 06-6393-7827 害虫駆除 http://nihon-techno.net/company.html

30 （株）サンライフ 670-0804 姫路市保城233-6 079-222-2700 広告代理店 http://www.sunlife-web.co.jp/

31 （株）木の里工房　木薫 707-0504 岡山県英田郡西栗倉村長尾739-5 0868-79-7330 保育道具販売 http://www.mokkun.co.jp/

34 リンクエイジ（株） 532-0011 大阪市淀川区西中島5-13-12　谷ビル8F 06-6185-3422 ＩＴ、写真ネット販売 http://www.lage.co.jp/

33 （株）日本商事　東条湖おもちゃ王国 673-1301 加東市黒谷1206
0795-47-0268
（ﾘｿﾞｰﾄ管理部）

テーマパーク http://www.omochaoukoku.com/tojoko/index.html

35 株式会社エステム 540-0025
大阪市中央区徳井町2-4-14宇野ビルディング9
階

06-6920-8877 事務作業システム http://www.estem-web.com/index.shtml

36 株式会社ジムコム 556-0005 大阪市浪速区日本橋5-4-3 06-6636-1656 砂場管理システム http://www.jim-com.co.jp/

37 株式会社スタジオアリス 530-0001
大阪市北区梅田1-8-17
大阪第一生命ビル7F

06-6343-2600 写真データネット販売 https://egao.photo/

38 株式会社Ａ１・ＩＤ設計 561-0871 大阪府豊中市東寺内町13-23-307 06-6389-5820 園舎設計 http://www.a1-id.com

39 株式会社ONOKORO 656-2142 淡路市塩田新島8-5 0799-62-1192 テーマパーク http://www.onokoro.jp/

40 サーマエンジニアリング株式会社 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-2-29 052-955-1455
間接輻射暖房

システム
http://www.therma.co.jp

41 株式会社アプロ 540-0010
大阪市中央区材木町1-6
第12新興ビル6F

06-6966-3144 延長保育精算システム http://apro-web.jp

42 ハリマ紙器印刷工業株式会社 675-2101 加西市繁昌町2428 0790-49-1101 紙玩具等 http://www.gajya.com/

43 株式会社サンケイワーク 553-0004
大阪市福島区玉川2-8-4
阪神玉川オフィスビル3F

06-6445-0688 水式空気浄化機 等 http://www.sankeiwork.co.jp/

45 株式会社ニシハタシステム 590-0985
大阪府堺市堺区戎島町3-22-1
南海酒居駅ビル4F401号室

072-224-8800 ＩＰ無線機 http//www.nishihata-system.jp

46 株式会社コドモン 108-0073 東京都港区三田3-13-16　三田43MTビル3F 03-6459-4318 ICTシステム https://www.codmon.com/

47 中大ビスタ株式会社
※旧名称：株式会社エターナル中紡（R3.4月から変更）

541-0048 大阪市中央区瓦町3-4-15　瓦町SFビル4階 06-7634-3370 マットレス www.chinatex-eternal.co.jp

48 株式会社と組 666-0017 兵庫県川西市火打1丁目11-4 072-767-7565 次世代高性能光触媒 http://www.togumi.com

49 株式会社ネクストビート 150-0013
大阪府大阪市北区豊崎3-19-3
ピアスタワー6階

06-7223-8660 業務支援システム https://www.nextbeat.co.jp/

50 株式会社まもる財団 504-0815 岐阜県各務原市蘇原東栄町2丁目102番地1 058-372-2861
アレルギー対応お菓子、
「防災・コロナリュック」等

http://rice100.jimdo.com

51 株式会社セリオガーデン 530-0003 大阪市北区堂島1-5-17 06-4967-4495
園庭向けの天然芝生の
販売施工維持管理業務

http://serio-holdings.co.jp

52 株式会社ユアサ 662-0973 西宮市田中町4-10-2 0798-33-4511
ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ・ﾃｨｼｭﾍﾟｰ

ﾊﾟｰ、紙おむつ等
http://www.e-yuasa.co.jp/

53 株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-14
住友生命新大阪北ビル3F

050-5491-2301 空気清浄機等 https://buffalo-its.jp/

55 有限会社新宅善廣商店 651-2313 神戸市西区神出町田井1320-7 078-965-2444
日本固有の樹種を主原
料とした玩具、家具等

https://shintaku-wood.com/

56 株式会社エヌエスケーケー 657-0038
神戸市灘区深田町4-1-1
ウェルブ六甲道2番街5階

078-803-8733
電解無塩型次亜塩素酸

水等
https://nskk.ne.jp/

57 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 650-0037 神戸市中央区明石町19番地 078-391-7320
こどもあんぜんマイス

ター制度
https://www.aioinissaydowa.co.jp/

58 東洋羽毛関西販売株式会社 657-0864 神戸市灘区新在家南町3-1-14 078-805-5550 羽毛寝具類 https://www.toyoumo.jp/shop/

59 千株式会社 100-0004 東京都千代田区大手町1-3-2　経団連会館13F 03-6366-6662
保育業務支援システム

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ写真販売ｼｽﾃﾑ https://hoiku-ict.com/

60 株式会社テクノシンセイ 674-0092 明石市二見町東二見948-1 078-942-1467 屋外での水耕栽培 http://www.akashi-shinsei.co.jp/

61 ウシオ電機株式会社 100-8150 東京都千代田区丸の内1-6-5 03-5657-1000 紫外線照射装置 http://www.ushio.co.jp

62 株式会社南テスティパル 592-8333 堺市西区浜寺石津町西2丁目7番10号 072-241-1081 給食委託業務

63 ユニファ株式会社 102-0071
東京都千代田区富士見1-8-19　住友不動産千
代田富士見ビル2階

03-6803-2258 ICT・IOTサービス https://unifa-e.ocm/

64 ㈱ケンコーシステムズ 663-8141 西宮市高須町1丁目5番４－５０３ 090-7095-4593
生ごみ分解処理機・衛生消

耗品

65 小山メディカルサービス株式会社 542-0012
大阪市中央区谷町9丁目１-１８アクセス谷町ビ
ル８F

0120-296-7134 登園セット（おむつ等） https://www.koyama-ms.co.jp/

66 リブランカ 752-0963 山口県下関市長府中土居北町10-3 050-3145-9305 動画編集の配信 https://www.reblanca-film.com/
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