
株式会社　パックス・サワダ 医療法人綾富士会　綾部ルネス病院

株式会社　Ｆｕｊｉｔａｋａ 株式会社　ＳＨＦ

株式会社　ゑり善 社会福祉法人　北星会　特別養護老人ホーム　与謝の園

株式会社　ヤマト油機 社会福祉法人　大原野児童福祉会

ＮＰＯ法人　京都フォーライフ 有限会社　アイリス

社会福祉法人　青谷学園 株式会社　花満精機

昭電工業　株式会社 有限会社　ティエム・クローバ薬局

株式会社　小堀 有限会社　アドプランニング

株式会社　ロマンス小杉 協和精工　株式会社

社会福祉法人　友々苑 ツバメ瓦斯　株式会社

株式会社　オックス・クリエーション 株式会社　Ｉ・Ｓ・Ｇ

オングル工芸　株式会社 家長染工業　株式会社

上原成商事　株式会社 株式会社　石村組

株式会社　プレーベル 株式会社　しっつ

西村器械　株式会社 株式会社　Ａ．Ｈ．Ｓ．Ｓ．

関西タクシー　株式会社 公益社団法人　京都市身体障害児者父母の会連合会　重度障害者通所介護　じゅらく

株式会社　鼓月 京都交通信販　株式会社

株式会社　大昌 京都市勧修児童館運営委員会

株式会社　オリソー マリネックストランスポートサービス　株式会社

社会福祉法人　緑寿会 社会福祉法人　向日市社会福祉協議会

協栄設備サービス　株式会社 株式会社　ケーホーソー

株式会社　中川パッケージ 日本労働組合総連合会京都府連合会

英興　株式会社　 クリーンスペース　株式会社

株式会社　ヤマコー 双和コンクリート工業　株式会社

株式会社　安井杢工務店 社会福祉法人　六満学園

特別養護老人ホーム　神の園 株式会社　宇治吉田運送

コフロック　株式会社 株式会社　峰山鉄工所

ユーハン工業　株式会社　 株式会社　ｓｏａｒ

ＪＯＨＮＡＮ　株式会社 ローディックスキャスト　株式会社

関西ガスメータ　株式会社 エルアイティ　株式会社

社会福祉法人　北星会　特別養護老人ホーム天橋園 社会福祉法人　カトリック京都司教区カリタス会　京都市東九条特別養護老人ホーム

ユアサ化成　株式会社 ＮＩＳＳＨＡ　株式会社

公益財団法人　亀岡市環境事業公社 一般財団法人　京都工場保健会

有限会社　長岡美装社 社会福祉法人　みつみ福祉会　京都サポートセンター

株式会社　京キュウ 株式会社　黒坂塗装工業所

株式会社　フューセス 株式会社　ケーオーシー

社会福祉法人　松寿苑 株式会社　ライフ住宅販売

株式会社　ファーストライン 山城ヤサカ交通　株式会社

三共精機　株式会社 日本特殊印刷　株式会社

社会福祉法人　大江福祉会　大江作業所 福知山木材　株式会社

社会福祉法人　京都社会事業財団　高齢者総合福祉施設　京都厚生園 社会福祉法人　北星会　介護老人保健施設　リハ・ヴィラなぎさ苑

社会福祉法人　日吉たには会 日商リネンサプライ　株式会社

社会福祉法人　グレイスまいづる 株式会社　山中商会

株式会社　シリウスSP 有限会社　ルラーシュ

株式会社　西田亀 竹之内運送　株式会社

株式会社　保生堂 髙野建設　株式会社

株式会社　シュルード設計 株式会社　セキグチ・インダストリ

社会福祉法人　京都社会事業財団　京都桂病院 株式会社　ミモザ情報システム

宮城建設　株式会社 株式会社　丹後乳販
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越智工業　株式会社　 株式会社　古川建設

株式会社　西田製作所 オオノ運送　有限会社

株式会社　京電子工房 株式会社　サポートフォース

セイリョウ建設　株式会社 株式会社　山城運送

株式会社　けいはんな　 株式会社　カープレミアム

株式会社　スリーアローズ アスカ工業　株式会社

株式会社　ホクシンリフト 日吉ふるさと　株式会社

三和金属工業　株式会社 大平印刷　株式会社

二九精密機械工業　株式会社 木津運送　株式会社

一般社団法人　しあわせネット・輝　味工房 星和テクノロジー　株式会社

金下建設　株式会社 社会福祉法人　丹後大宮福祉会　あゆみが丘学園

社会福祉法人　丹後大宮福祉会　おおみや苑 東光商事　株式会社

京都通信特機　株式会社 株式会社　京都ホテル

株式会社　オールウェーズ（デイサービスセンターわっはっは神明） 田中精工　株式会社

株式会社　木下製作所 長津工業　株式会社

太陽機械工業　株式会社 株式会社　ラ・ケア

株式会社　三ッ丸ストア ヒラヰ電計機　株式会社

株式会社　ユー・エム・アイ 株式会社　千代田セールス社

和多田印刷　株式会社 介護老人保健施設　フェアウインドきの

有限会社　舞鶴小型運送社 社会福祉法人　心華会

シルバークロス　株式会社 社会福祉法人　神川保育園

株式会社　京都環境保全公社 日本ニューロン　株式会社

株式会社　リブート 株式会社　サンフーズジャパン

有限会社　慶和 一般社団法人　京都府歯科医師会

株式会社　大嶋カーサービス キョーワズ珈琲　株式会社

社会福祉法人　京都南山城会 旭光精工　株式会社

京都府城陽市役所 ＫＧＭビジネスネットワーク　株式会社

社会福祉法人　積慶園　特別養護老人ホーム　山科積慶園 葵源商事　株式会社

株式会社　響映 丸工自動車運送　株式会社

日本紙工　株式会社 社会福祉法人　愛善信光会　亀岡保育園　

社会福祉法人　京都太陽の園　こひつじの苑舞鶴 株式会社　砂﨑製作所

社会福祉法人　京都博愛会 医療法人長安会　中村病院

ＡＬＳＯＫ京滋　株式会社 公益財団法人　京都市ユースサービス協会

社会福祉法人　みずなぎ学園 株式会社　本家尾張屋

株式会社　カシフジ 株式会社　キクチコンサルタント

社会福祉法人　京都ライフサポート協会 医療法人　朋友会　鳥羽健診クリニック

株式会社　山本水産 合同会社　スマイル・フォレスト

株式会社　マイギ 株式会社　たけびし

株式会社　山科自動車教習所 公立大学法人　福知山公立大学

菅原精機　株式会社 株式会社　ホテルセントノーム京都

医療法人　清仁会 一般社団法人　京都微生物研究所

株式会社　油屋 アズビル京都　株式会社

株式会社　丹後王国 河北印刷　株式会社

ケイコン　株式会社 有限会社　パイン・コーン（訪問看護ステーションゆりかもめ）

株式会社　メゾネット 社会福祉法人　わち福祉会

株式会社　俵屋吉富 光工業　株式会社

東英産業　株式会社 有限会社　アドバンク

税理士法人　京都経営 社会福祉法人　友愛会

サン・クロレラ販売　株式会社 京都帝酸　株式会社
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株式会社　キンキ地質センター 社会福祉法人　洛東園

株式会社　大福機工商会 医療法人社団　陽生会

株式会社　エムジー 社会福祉法人　若竹福祉会　特別養護老人ホームYMBT

（社福）若竹福祉会　八幡市デイサービスセンターやまばと

ミヤコテック　株式会社 株式会社　セイキ製作所

株式会社　坂根工務店 社会福祉法人　熊千代会　こぐま白雲北保育園

株式会社　京応 株式会社　仲啓

西京精機　株式会社 一般財団法人　京都労働災害被災者援護財団

株式会社　井元製作所 株式会社　寺子屋

株式会社　サン・クロレラ 社会福祉法人　はしうど福祉会

有限会社　マックスコーポレーション ローム株式会社

オリオン　株式会社 社会福祉法人　綾部市社会福祉協議会

株式会社　キャビック 綾部商工会議所

株式会社　ジュピター 株式会社　ミラノ工務店

銀鈴タクシー　株式会社 株式会社　城南工建

グロースリング　株式会社 三和建設工業　株式会社

トクデン　株式会社 株式会社　岡野組

社会福祉法人　京都福祉サービス協会　醍醐事務所 株式会社　出石

株式会社　彩ユニオン 冨士倉庫運輸　株式会社

株式会社　ＨＯＲＩ建築 株式会社　リカーマウンテン

京都エレベータ　株式会社 サント機工　株式会社

西田工業株式会社 株式会社　光伸製作所

中村被服工業　株式会社 和束町商工会

株式会社　システムクリエイト 有限会社　上林春松本店

株式会社　伊藤商店 株式会社　エルエスティ

株式会社　かずサポート 株式会社　弘

医療法人社団　恵心会　京都武田病院 株式会社　ハカルス

株式会社　サンフレッシュ ジャパンリスクマネジメント　株式会社

中和建設　株式会社 アイテム　株式会社

株式会社　ジェイテック テラメックス　株式会社

株式会社　ゲートジャパン 白山道路建設　株式会社

株式会社　エイケン 都運輸倉庫　株式会社

株式会社　ホンダ西京都 株式会社　ShinSei

株式会社　ヘルスウエイブ 株式会社　プラスワン

株式会社　マグナムメイドサービス

株式会社　パイオニアガード 株式会社　アカツキ製作所

株式会社　京都あんしん保険 株式会社　コトナ

株式会社　あおぞら保険パートナーズ 京滋ユアサ電機　株式会社

社会福祉法人　京都社会事業財団　ライフ・イン京都 いとうくん　株式会社

株式会社　洛東工芸 株式会社　葵総合保険

株式会社　ライフ建築設計室 伊藤屋　株式会社

株式会社　京都ウエスト 宮津商工会議所

社会福祉法人　京都府社会福祉協議会 株式会社　宏保険事務所

カツラ電工　株式会社 篠田商事　株式会社

ＭＳ京都　株式会社 株式会社　築柴

株式会社　KEIKAN 株式会社　トラスト保険サービス

株式会社　山下組 医療法人　創健会　西村診療所

株式会社　KATSURA 寿フォーム印刷　株式会社

かつらぎ瓦斯器具　株式会社 土山印刷　株式会社
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株式会社　Ｈ＆Ｉ 株式会社　進栄

福知山近畿ディーゼル工業　株式会社 医療法人　知音会　御池クリニック

株式会社　技電 グリーン物流サービス　株式会社

株式会社　西田製作所 株式会社　ウエハラ

株式会社　エイリン 株式会社　エージェンシーアシスト

医療法人　知音会　四条烏丸クリニック 株式会社　ダスキン山城

富士高分子　株式会社 ブロン電機　株式会社

株式会社　大平電機 株式会社　坂口製作所

エースジャパン　株式会社 宇治商工会議所

双葉メンテナンス工業　株式会社 株式会社　ミツワ製作所


