
会員事業所

㈱アミューズワークス（高槻ＳＯＣＩＯ）
㈱セレマ　アンシェルデ・マリアージュ
㈱淺沼組　技術研究所
淺田鉄工㈱
アーミーテック株式会社
あゆみ住マイル株式会社
㈱アベストコーポレーション
アルインコ㈱
(有)葵防災設備
旭オート㈱
㈱アクト石原
アルフレッサ㈱　高槻支店
石田印刷所
伊丹産業㈱セルフ高槻エコ・ステーション
石田花店
イオンフードスタイル摂津富田店
イオンリテール㈱　イオン高槻店
泉屋株式会社　高槻店
㈱入谷商会
㈱イワイＨＤ
井前工業㈱
㈱植田建材
ＵＣＣ上島珈琲㈱　大阪工場
㈱ウェルビー京都　京阪ガス営業所
（医）健和会　うえだ下田部病院
(有)ウェズ・プレジャー
エネルギーセンター（旧高槻クリーンセンター）
エッソ南平台サービスステーション（関石油商会）
エース防災設備
㈱エーアンドエー大阪
㈱エンジニアサカウエ
㈱大阪砕石工業所　高槻工場
（医）美喜和会　オレンジホスピタル
大阪医科大学　三島南病院
大阪紙器工業㈱　
大阪医科薬科大学病院
大阪トヨペット㈱　高槻店
㈱小野工務店
（社）大阪府エルピーガス協会高槻支部
大阪アスコン共同企業体
大阪トヨペット㈱　新車センター
㈱大阪砕石工業所　高槻第二工場
大阪ガス㈱　北部事業所
大阪トヨタ自動車㈱　高槻店
大阪スバル㈱　高槻店
大阪薬科大学
片山自動車
（宗）神峯山寺
片山電気工事㈱
特別養護老人ホーム　樫田の里
㈱カセイ
関西急送㈱　大阪支店
上中産業㈱
（学）関西大学　高槻ミューズキャンパス
関西不二サッシ㈱
関西電力送配電㈱　大阪支社　大阪北電力本部　高槻配電営業所
㈱かんでんエンジニアリング　総合教育センター



(有)川居精米所
カインズホーム　高槻店
㈱関西みらい銀行　高槻中央出張所（旧近畿大阪銀行　高槻中央出張所）
(学）関西大学　高槻キャンパス
㈱関西まるだい物流
(有)共同物流倉庫
㈱木曽路　高槻店
紀陽食品㈱
木内ポンプ
協恵産業㈱
㈱きんでん高槻寮
協和㈱
㈱京都スタンダード　高槻サービスステーション
北おおさか信用金庫　高槻支店
社会福祉法人　きらら　美桜紅葉舎
共和紙料㈱
協栄ビル管理㈱　大阪支店
キャピタルペイント㈱
㈱北浦製作所
㈱久原製作所　高槻工場
クラシエフーズ㈱　高槻第一工場
(有)楠本書院
久保田電器
クラシエ製薬㈱　高槻第二工場
啓友クリニック　めぐみの家
ケイヒン㈱　関西営業部高槻流通センター
京神倉庫㈱　高槻支店
コニカミノルタ㈱　高槻サイト
㈱興南産業
甲南化工㈱
コスモ石油販売㈱　京阪カンパニーセルフステーション郡家
㈱コヤマカンパニー
（医）光愛会　光愛病院
(学)関西金光学園　金光大阪中学校・高等学校
㈱合通　北大阪支店
ホームセンターコーナン㈱　高槻店
鴻池運輸㈱　関西定温流通センター営業所　高槻事業所
壽酒造㈱
サンスター㈱
㈱サンディパー
サンスター技研㈱
サンユレック㈱
サンヨー設備㈱
㈱三徳リテールシステム　セルフ高槻てんじんＳＳ
㈱坂本商店
佐藤精機㈱
坂本油化㈱
（医）健栄会　三康病院
三大建設㈱
㈱治京製作所
昭和元気くらぶ　高槻
（医）大阪精神医学研究所　新阿武山病院
㈱柴山鋼業
シンワ㈱
昭和運輸㈱
新納電機㈱　高槻工場
シモハナ物流㈱　高槻第１センター
㈱翔成　アイランド高槻スポーツクラブ
（社医）愛仁会　しんあい病院



ＪＡ全農青果センター㈱大阪センター
清水金物店
真澄寺別院　真如苑悠音精舎
白ばら幼稚園
(有)親和商会
㈱Ｊフロントリティリングキャリアサポートセンター高槻
ＪＸ金属商事㈱　表面処理事業本部高槻工場
（社医）愛仁会　介護老人保健施設　しんあい
シモハナ物流㈱　高槻第２センター
鈴木不動産㈱
㈱セレマ　高槻セレマホール
摂津電気工業㈱
（学）成城学園　幼保連携型認定こども園日吉幼稚園
摂津観光㈱　（山水館）
相互住宅㈱
(学）高槻双葉学園　高槻双葉幼稚園
太陽ファルマテック（株）高槻工場（旧第一三共プロファーマ㈱　高槻工場）
高槻麻雀組合
高槻旭運送㈱
タイガー石油㈱　高槻北サービスステーション
高槻赤十字病院
㈱高槻駅前ハーバー
高槻市交通部
高槻市農業協同組合
特別養護老人ホーム　高槻荘
高槻交通㈱
高槻化成㈱
タカダ化学品製造㈱　高槻工場　
社会福祉法人　成光苑　高槻けやきの郷
（株）高浄
㈱高木工業所
大日防蝕化工㈱
㈱大丸松坂屋百貨店　松坂屋高槻店
高槻遊技業組合
㈱高槻モータース
高槻ダイガスト㈱
大和紙料㈱　高槻事業部
㈱高槻自動車教習所
田倉産業㈱
大同機械製造㈱
タイガー石油㈱　フィエスタ上牧サービスステーション
高槻砕石㈱
タカセー㈱
大昭工業㈱
東神商事㈱　高槻カントリー倶楽部
高槻浴場組合
(社医）愛仁会　高槻病院
㈱高槻スイミング・スクール
太陽エコブロックス㈱　高槻工場
㈱たちばな石油
谷口興業㈱
社会福祉法人ともしび苑　特別養護老人ホーム　高槻ともしび苑
高槻センター街事業協同組合
高槻森林観光センター
太陽エンジニヤ㈱
㈱高槻ゴルフ倶楽部
高槻ツルミ㈱
㈱ダイキョウ
社会福祉法人高城会　ケアハウス出丸苑



社会福祉法人松輪会　高槻黄金の里特別養護老人ホーム
㈱タカコー
㈱チカラモータース
中央砕石㈱
㈱塚本建築設計事務所
(有)都久詩
特定非営利活動法人　つむぎの家
テイサ産業㈱　大阪工場
㈱ＤＮＰロジスティクス　関西本部
寺田電気工業㈱
(有)貞仁興産
照之板金工作所
㈱酉島製作所
トーエイ物流㈱　大阪支店
東洋メビウス㈱　高槻物流センター
㈱東洋石油　ハートフル高槻S・S
㈱トモエリビングセンター
東レフィルム加工㈱ 　高槻事業所
（医）東和会　第二東和会病院
都市クリエイト㈱    総務部長
トヨタカローラ新大阪㈱　サービスセンター
桃栄金属工業㈱　高槻工場
(医）東和会　第一東和会病院
（医）庸愛会　富田町病院
内外カーボンインキ㈱
中村商店
中山通商㈱　大阪支店
㈱長浜製作所
中野倉庫運輸㈱　大阪支店
日世㈱　高槻工場
日油工業㈱
㈱日新化学研究所　高槻本社工場
㈱ニシキ　樫田給油所
㈱ニチレイフーズ　関西工場
西邨紙器㈱
㈱日冠自動車
日本制禦機器㈱
日本たばこ産業㈱　医薬総合研究所
西日本旅客鉄道㈱　高槻駅
季の味　はな彦
社会福祉法人　たつみ会　認定こども園　柱本保育園未来こども学舎
パナソニック　ライティングデバイス㈱
蜂屋乳業㈱　高槻工場
㈱ハーフ・センチュリー・モア　サンシティ高槻
阪急電鉄㈱　高槻市駅
㈱PALTAC　高槻物流センター
阪急バス㈱　柱本営業所
(有)白髙社クリーニング
(株)バロー高槻店
ハリマ共和物産㈱　高槻物流センター
㈱阪急阪神百貨店　高槻阪急店（旧エイチ・ツー・オー　アセットマネジメント　西武高槻店）
平井石油㈱　高槻給油所
㈱美宏
（株）ヒロハマ
社会福祉法人　博乃会
平田観光㈱
広沢電気工事㈱
ビクター工業㈱
ヒルトップ・テラダ　



社会福祉法人　多邦会　特別養護老人ホーム　ひばり苑
㈱樋口電子
藤下商店
（医）祥祐会　藤田胃腸科病院
フレッシュバザール高槻辻子店
藤阪倉庫運輸㈱　高槻営業所
フエキ工業㈱
不二化学薬品㈱　高槻営業所
ビジネスホテル　プラトン（（有）藤）
㈱ペトロスター関西　セルフ高槻五百住SS
㈱ペトロスター関西　セルフ上牧SS
(有)北摂初田
北摂衛生㈱
㈱北摂オートバックス(スーパーオートバックス高槻）
（社医）仙養会　北摂総合病院
㈱北摂オートバックス　高槻北店
北港観光バス㈱
まるの文具店
丸大食品㈱
㈱万代　高槻大塚店
(資)丸公　　　
㈱松島モータース
㈱マルヤス
㈱前川製作所
港製器工業㈱　　　　総務課
㈱ミートモリタ屋
三谷金属㈱
（社医）祐生会　みどりｹ丘病院
三菱自動車工業㈱　高槻オートスクエア
社会福祉法人　大阪福祉事業財団　三島の郷
㈱村上製作所
ムネタカインダストリアルマシナリー㈱
㈱明治　大阪工場
明光化成㈱
名神自工㈱
明和建設㈱
メディアック　ひまわり薬局
明生電設工事㈱
㈱メイワパックス高槻工場
真宗大谷派　安養山　聞力寺
森本グリーンサービス
山下鉄工㈱
安垣塗料㈱　高槻営業所
矢崎化工㈱　大阪工場
山本塗装工業㈱
ヤマエ久野(株)　関西支社大阪支店
ヤマキューオートマチックス㈱
㈱山元　大阪営業所
大和紙器㈱　高槻工場
吉川礦油㈱
淀コンクリート工業㈱
吉栖外科整形外科
㈱ラウンド　ワン　高槻
住宅型有料老人ホーム　ラ・メゾン高槻
㈱リガク大阪支社
㈱リョウシン
（医）社団緑水会　緑水会病院
リョービ㈱
㈱リクサス　北大阪物流センター



社会福祉法人高志会　特別養護老人ホーム　れんげ荘
介護老人保健施設ローズマリー
(有)ワイケー工業
和久田工務店
ワークホテル高槻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同）


