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ア アーキヤマデ（株）　設計推進部 大阪府吹田市江の木町24-10 06-6385-8545 https://www.a-yamade.co.jp/

アズビル（株） 中央監視装置・自動制御機器・セキュリティー（入退室管理装置） 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30　OAPタワー 06-6105-3983 https://www.azbil.com/jp/

アリアフィーナ（株） 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9 042-718-5661 https://ariafina.jp/

（株）アルフレックスジャパン 大阪府大阪市中央区南船場4-2-11ベネトン心斎橋ビル6F 06-6258-8823 https://www.arflex.co.jp/

（株）イケダコーポレーション 大阪府大阪市福島区福島4-8-28FJビル3Ｆ 06-6452-9377 https://iskcorp.com/

（株）イトーキ 大阪府大阪市中央区淡路町1-6-11 06-6223-3939 https://www.itoki.jp/

井上商事（株） 大阪府大阪市西区立売堀4-5-27シティビル阿波座1001号 06-6539-2594 https://www.inoue-s.co.jp/

（株）ウイズ 兵庫県西宮市北名次町13-16 0798-71-3111 https://with-21.net/

（株）ウォータイト 兵庫県尼崎市東難波町3-26-9 06-6487-1546 http://www.wotaito.co.jp/

（株）ウッドワン 大阪府豊中市曽根南町3-20-4 050-9000-3447 https://www.woodone.co.jp

ウルトラコラム工法協会 京都府京都市西京区桂清水町37-3 075-382-1552 https://www.ultracolumn.jp/

永大産業（株） 大阪府大阪市北区梅田3-3-20明治安田生命大阪梅田ビル14階 06-7167-4258 https://www.eidai.com/

エスケー化研（株）大阪支店 大阪府茨木市中穂積3-5-31 072-621-7721 https://www.sk-kaken.co.jp/

FKK㈱ 京都府京都市南区吉祥院堤外町11番地 075-314-8760 https://www.fkk-corporation.com/ja/

ＦＰＣ会（Fujikawa Plaster Community）西日本支部
外壁モルタル左官工事・内部左官工事（漆喰・珪藻土・聚楽等）・各種左官仕

上工事
大阪府茨木市島1-18-5 072-630-6511 http://fpc-fujikawa.jp/

（株）エフワンエヌ　本社 大阪府茨木市星見町22-11 072-630-2880 https://fonen.co.jp/

大阪ガスマーケティング（株） 大阪府大阪市西区千代崎3-南2-37 06-6586-3241 https://www.osakagas.co.jp/

大阪工業技術専門学校 大阪府大阪市北区天満1-8-24 06-6352-0091 https://www.oct.ac.jp/

大阪府建築家協同組合 大阪府大阪市中央区農人橋 2-1-10　大阪建築会館3階 06-6942-0887 http://oac1962.jp/

（株）オートセット 大阪府門真市岸和田3-46-25 072-803-6890 https://aughtset.com/

大鳥機工（株）大阪支店 大阪府大阪市西淀川区大和田1-5-14 06-4808-8136 http://www.ohtori-kiko.co.jp/

オスモ＆エーデル（株）
自然塗料オスモカラー・オスモ無垢フローリング・外付けブラインド「ヴァ

レーマ」・ドイツの窓「エーデルフェンスター」
兵庫県三木市吉川町上荒川748-6 0794-72-2001 https://osmo-edel.jp/

カ （株）川島織物セルコン 大阪府吹田市広芝町8-26 06-6369-6240 https://www.kawashimaselkon.co.jp/

（株）カワタコーポレーション 奈良県北葛城郡河合町河合76-8 0745-58-2121 https://jetspray.co.jp/

元旦ビューティ工業（株）大阪支店 大阪府大阪市中央区高麗橋2-6-10　新高麗橋ビル6F 06-6223-1841 https://www.gantan.co.jp/

（株）カンディハウス 大阪府大阪市中央区久太郎町4－1－3大阪御堂筋ビル1Ｆ 06-6253-6678 http://www.condehouse.co.jp/

（株）きんでん大阪支社 大阪府大阪市北区末広町 2-10 06-6367-9240 https://www.kinden.co.jp/

（株）クチーナこうべ システムキッチン・洗面・家具 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-8-5　umie立体駐車場1F 078-361-2311 https://cucinastyle.jp/

グラフィソフトジャパン（株） 大阪府大阪市淀川区西中島7-5-25新大阪ドイビル6階 090-7252-4166 https://graphisoft.com/jp/

グランツ・カサイ（株） 大阪府堺市東区大美野146-12 072-236-7811 http://granz-kasai.co.jp/

栗原工業（株）大阪本店 大阪府大阪市北区南森町1-4-24 06-6361-9603 https://www.kurihara.co.jp/

（株）建築資料研究社大阪本店 大阪府大阪市北区鶴野町1－9梅田ゲートタワー3F 06-6377-1055 https://www.ksknet.co.jp/

コニシ（株） 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1北浜コニシビル６Ｆ 06-6228-2961 http://www.bond.co.jp/

小松ウオール工業（株） 大阪府大阪市西区土佐堀2-2-4土佐堀ダイビル3階 06-6447-0421 https://www.komatsuwall.co.jp/

（株）小松物産 大阪府大阪市阿倍野区阪南町6-9-8小松ビル 06-4700-6077 https://www.komatsu-trading.co.jp/

コンドーFRP工業（株） 大阪府大阪市北区本庄西3-9-15 06-6376-0810 http://www.kondoh-frp.co.jp/

サ 澤村産業（株） 各塗料メーカー製品の販売 大阪府枚方市野村中町2-8 072-858-5505 http://www.sawamura-sangyo.co.jp/

三協立山（株）三協アルミ社 大阪府大阪市西区靱本町1-9-15近畿富山会館6Ｆ 06-6448-5456 https://alumi.st-grp.co.jp/

（株）サンゲツ 兵庫県尼崎市西向島町111-4 06-6414-3311 https://www.sangetsu.co.jp/

（株）サンワカンパニー 大阪府大阪市北区茶屋町19-19アプローズタワー21F 06-6359-2930 https://info.sanwacompany.co.jp/

三和シヤッター工業（株） 大阪府大阪市淀川区西中島5-5-15新大阪セントラルタワー北館７階 06-6396-6871 https://www.sanwa-ss.co.jp/

学校法人修成学園　修成建設専門学校 建築技術者を養成する専門学校 大阪府大阪市西淀川区大和田5-19-30 06-6474-1945 http://www.syusei.ac.jp/

昭石化工（株）大阪支店 大阪府大阪市西区北堀江1‐3‐20ANNEX GIZA601 06-6541-9016 https://www.shosekikako.co.jp/

（株）昭和洋樽製作所 兵庫県尼崎市久々知2-22-17 06-6492-1328 http://www.showayotal.co.jp/

新星商事（株） 大阪府大阪市浪速区芦原2-8-19 06-6567-1108 http://www.shinseico.jp/

新日本空調（株）大阪支店 大阪府大阪市西区土佐堀2-2-4土佐堀ダイビル7F 06-6445-6331 https://www.snk.co.jp/

神保電器（株） 東京都大田区東糀谷2-1-18東邦ビル羽田5階 03-5705-7392 https://www.jimbodenki.co.jp/

住化コベストロウレタン（株） 兵庫県尼崎市久々知3-13-26 06-6497-2174 https://www.covestro.jp/ja-jp

住友ベークライト（株） 東京都品川区東品川二丁目５番８号天王洲パークサイドビル 03-5462-4170 https://www.sumibe.co.jp/

（株）スミノエ 大阪府大阪市西区新町2-4-2　ニッセイなにわ筋ビル 06-6537-6317 https://suminoe.jp/

住ベシート防水（株） 兵庫県尼崎市東塚口町2-3-47 06-6429-7130 https://www.sunloid-dn.jp/

セイリツ工業（株） 大阪府大阪市平野区加美正覚寺4-7-45 06-6794-8871 https://www.seiritsu-k.co.jp/
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積水化学工業（株）　高機能プラスチックスカンパニー 大阪府大阪市北区西天満2-4-4堂島関電ビル 06-6365-4152 https://www.sekisui.co.jp/

積水樹脂（株）

メッシュフェンス、めかくし塀（標準タイプ、通風タイプ、採光タイプ、高強

度タイプなど）、防音めかくし塀（防音タイプ、遮音タイプ）、自転車置場

（サイクルシェルター）、縦格子フェンス（標準タイプ、通風めかくしタイプ

など）

東京都港区海岸1-11-1ニューピア竹芝ノースタワー5Ｆ 03-5400-1803 https://www.sekisuijushi.co.jp/

（株）総合資格（総合資格学院）関西本部 大阪府大阪市北区堂山町3-3日本生命梅田ビル8F 06-4709-8121 https://www.shikaku.co.jp/

タ 大建工業（株）市場開発部 大阪府大阪市北区中之島3-2-4フェスティバルタワーウェスト 06-6205-7214 https://www.daiken.jp/

大光電機（株） 大阪府大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル 06-6222-6260 https://www.lighting-daiko.co.jp/

大銑産業（株）

雨水貯留槽（樹脂系、コンクリート系）・システム建築（横河システム建築、

日鉄物産システム建築）・杭工事（日本ヒューム）・外壁工事（ＡＬＣ，ＥＣ

Ｐ、サンドイッチパネル）・間仕切壁工事（耐火ダンパネル、ＡＬＣ）

大阪府大阪市中央区今橋2-1-10 ダイセンビル6階 06-6220-1134 http://www.daisensangyo.co.jp/

（株）ダイナワン 大阪府大阪市西区新町1-4-26ニッケ四ツ橋ビル8階 06-6539-3604 https://www.dinaone.co.jp/

（株）ダイフレックス大阪支店 大阪府大阪市北区中津1-11-1中津センタービル8階 06-6292-0511 https://www.dyflex.co.jp/

（株）ダイム・ワカイ大阪支店 大阪府大阪市中央区北新町3-11 06-6944-9595 http://www.dymwakai.co.jp/

大洋基礎（株）大阪支店

場所打ちコンクリート杭工事（アースドリル工法、オールケーシング工法、リ

バースサーキュレーションドリル工法）、評定工法（アースドリル式拡底杭ｎ

ｅｗＡＣＥ工法、引き抜き対応拡底杭Ｍｅ-Ａ工法、オールケーシング式拡底杭

Ｅ・Ｒｏｃｋ工法、場所打ち鋼管コンクリート杭ＫＣＴＢ）、鋼管杭（先端翼

付き回転貫入鋼管杭つばさ杭）

大阪府大阪市中央区本町4丁目4-10本町セントラルオフィス4Ｆ 06-6245-7521 http://www.taiyo-kiso.co.jp/

（株）匠家具工芸 大阪府東大阪市川中4-14 072-964-1348

田島ルーフィング（株）大阪支店
防水材・床材の製造販売（勾配屋根・土木・地下防水含む）、前記改修時の調

査・診断業務、デザインフィルム（災害時ヘリサイン含む）、屋上緑化用材
大阪府大阪市西区京町堀1-10-5 06-6443-0431 https://tajima.jp/

学校法人中央工学校OSAKA 大阪府豊中市寺内1丁目1-43 06-6866-0800 https://www.chuoko-osaka.ac.jp/

（株）TJMデザイン　キッチンハウス
オーダーキッチン、システムキッチン【kitchenhouse】・パッケージキッチン

【GRAFTEKT】・システム収納【manone】
大阪府大阪市西区新町1-7-20 06-6536-3690 http://www.kitchenhouse.jp/

デンカ（株）大阪支店 大阪府大阪市北区角田町8‐1梅田阪急ビルオフィスタワー25F 06-7176-7455 https://www.denka.co.jp/

電気硝子建材（株） 大阪府大阪市淀川区宮原2-11-1 06-6392-2711 https://www.negb.co.jp/

（株）東光商会 兵庫県神戸市東灘区岡本4‐4‐6 078-453-2211 http://toko-syokai.co.jp/

東邦レオ（株）大阪支店 大阪府大阪市中央区上町1-1-28 06-6762-2100 https://www.toho-leo.co.jp/

東洋シヤッター（株） 大阪府大阪市中央区南船場2-3-2 06-4705-2134 https://www.toyo-shutter.co.jp/

東リ（株）

タイルカーペット・ロールカーペット（ｳｨﾙﾄﾝ・ｱｷｽ含む）、ビニル床シート

（ＣＦｼｰﾄ、防滑ｼｰﾄ含む）・ビニル床タイル（ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ、ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ）、ソフト

巾木・腰壁用塩ビシート（不燃材含む）、壁装材（一般、量産、不燃化粧仕上

げ材、糊付化粧ﾌｨﾙﾑ）・カーテン

大阪府大阪市中央区大手前1-7-31　ΟＭＭビル7階 06-6943-1645 https://www.toli.co.jp/

（株）トーヨーキッチンスタイル 大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪センタービル1Ｆ 06-6241-5010 https://www.toyokitchen.co.jp/ja/

TOTO（株）関西支社 大阪府大阪市北区角田町8-1梅田阪急ビルオフィスタワー20F 080-4467-9977 https://jp.toto.com/

ナ ナブコドア（株）大阪支店 大阪府大阪市西区西本町1-12-22 06-6532-7341 https://www.nabco-door.co.jp/

日新工業（株）大阪支店 大阪府大阪市西区新町1-12-22 06-6533-3191 https://www.nisshinkogyo.co.jp/

日精（株）西日本営業部 大阪府大阪市中央区本町4-4-24 06-6244-9402 https://www.nissei.co.jp/

日綜産業（株）大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島1-15-2大協シャトービル8F 06-6195-6554 http://www.nisso-sangyo.co.jp/

日鉄鋼板（株）大阪支店 大阪府大阪市中央区北浜4-5-33住友ビル8階 06-6228-8381 http://www.niscs.nipponsteel.com/

日本ヒューム（株）大阪支社 大阪府大阪市西区靱本町1-20-13なにわ筋ビル6F 06-6479-2020 https://www.nipponhume.co.jp/

日本ドアーチェック製造（株） 大阪府大阪市生野区巽東3-17-10 06-6758-1251 https://www.e-newstar.co.jp/

日本フネン（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町1-4-8堺筋本町ガーデンスクエア4階 06-6261-2419 https://www.nihonfunen.co.jp/

日本ペイント（株） 大阪府大阪市北区大淀北2-1-2 06-6455-9320 https://www.nipponpaint.co.jp/

（株）ノザワ　関西支店
押出成形セメント板　アスロック、超高層建築向押出成形セメント板　アルカ

ス、スレート・ボード
兵庫県神戸市中央区浪花町15番地 078-391-1651 https://www.nozawa-kobe.co.jp/

ハ （株）ハーフェレジャパン 大阪府大阪市西区靱本町1-10-24三共本町ビル1F 06-6446-5300 https://hafele.co.jp/

パナソニック（株）エコソリューションズ社 大阪府大阪市中央区城見2-1-61　ツイン21ＯＢＰパナソニックタワー18Ｆ 06-6945-7809 https://www2.panasonic.biz/ls/

阪神高速技研（株） 大阪府大阪市北区中之島3-3-23中之島ダイビル23階 06-6105-3350 https://www.hanshin-tech.co.jp/

阪神高速道路（株） 大阪府大阪市北区中之島3-2-4中之島フェスティバルタワーウエスト 06-6203-8888 https://www.hanshin-exp.co.jp/drivers/
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（株）ピアレックス・テクノロジーズ

光触媒フッ素樹脂コーティング材「ピュアコートシリーズ」、打ち放しコンク

リート　ピアレックスRC工法（フッ素樹脂光触媒クリアー仕上げ「N-RCシス

テム」・打ち放しコンクリート調描画工法　光触媒コート仕上げ「G-PFシステ

ム」）、室内用光触媒フッ素樹脂コーティング材「ピュアコートインテリア」

大阪府泉大津市条南町4-14 0725-22-5361 https://www.pialex.co.jp/

日立グローバルライフソリューションズ（株）　西日本支社 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1江戸堀センタービル17階 050-3181-8200 https://www.hitachi-gls.co.jp/

（株）日立ビルシステム関西支社 大阪府大阪市北区堂島浜1-2-1新ダイビル5Ｆ 06-6453-9241 https://www.hbs.co.jp/

不二サッシ（株）大阪支店 大阪府大阪市浪速区湊町1-4-38近鉄新難波ビル 06-6635-4134 https://www.fujisash.co.jp/

フジテック（株）近畿統括本部 大阪府茨木市庄1丁目28番10号 072-622-8371 https://www.fujitec.co.jp/

（株）フジワラ 照明・インテリア・空調・太陽光発電システムの企画販売及び施工 兵庫県神戸市西区白水2-6-8 078-978-0311 http://www.fujiwara-l.com/

文化シヤッター（株）関西支店 大阪府大阪市中央区南船場2-11-26大阪BXビル5階 06-6244-1546 https://www.bunka-s.co.jp/

（株）豊和 兵庫県尼崎市猪名寺2-21-32豊和ビル 06-6494-1110 https://www.kk-howa.co.jp/

ホーコス（株） 大阪府大阪市中央区平野町2-6-11ホーコス伏見屋ビル6階 06-7711-0620 https://www.horkos.co.jp/

マ （株）マサキ設備 大阪府大阪市城東区今福東2-4-30 06-6933-2090 https://www.masakis.co.jp/

丸五基礎工業（株）関西支店 大阪府大阪市中央区本町1-8-12オーク堺筋本町ビル7階 06-6264-0501 https://www.marugokiso.co.jp/

（株）マルホン 静岡県浜松市浜北区永島1295 053-587-0711 https://www.mokuzai.com/

ミノックス（株） 大阪府大阪市中央区高麗橋1-6-10豊田日生北浜ビル3階 06-6231-2007 https://minox-hp.biz/

都窯業（株） 大阪府大阪市北区西天満2-8-1大江ビル 06-6367-0389 http://www.miyakoyogyo.com/

美和ロック（株）大阪支店 大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 06-6733-3069 https://www.miwa-lock.co.jp/

森村金属（株） 大阪府東大阪市角田1-8-1 0729-62-7321 http://www.morison.co.jp/

（株）モリヤテクノ
格子状母屋（エスケーシャーネット）・立体トラス（SKYトラス）・鉄骨冷間

曲げ加工・一般鉄骨工事
大阪府大阪市住吉区墨江3-9-12 06-6615-8797 http://www.moriyanet.co.jp/

ヤ 安田（株） アルミ建材、アルミハニカムパネル庇 大阪府大阪市中央区南船場1-11-9長堀安田ビル7階 06-6251-7152 http://www.ashibane.co.jp/

安多化粧合板（株） 大阪府八尾市太田新町7-163 072-949-5746 https://veneer.co.jp/

（株）YAMAGIWA関西支店 大阪府大阪市中央区本町4-1-7大阪第二有楽ビル 06-7638-0080 https://www.yamagiwa.co.jp/

（株）ヤマネ

企画設計（博物館、資料館等の展示企画設計）・文化財（社寺佛閣、城郭、古

建築の復元模型製作）・建設（建築、土木、橋梁等の模型製作）・工場設備

（工場全景、製造工程計画模型）・化学プラント（機械装置、単体機器モデル

の製作）

大阪府豊中市庄内西町5-1-76 06-6332-0157 http://yamane.o.oo7.jp/

山本窯業化工（株） 大阪府吹田市豊津町10-26 06-6338-8601 https://www.y-y-k.co.jp/

（株）ユーライフ 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10ATCビルITM棟9階 06-6606-8200 http://eulife.co.jp/

（株）ユニオン  大阪支店 大阪府大阪市西区南堀江2-13-22 06-6532-0946 https://www.artunion.co.jp/

（株）ユニソン

景観・エクステリア資材、組積・舗装用コンクリートブロック、認定擁壁ＣＰ

型枠ブロック、保水性・透水性・緑化舗装材、天然石、レンガ、立水栓、表

札、ポスト・宅配ポスト

大阪府寝屋川市豊里町35-12 072-829-0606 https://www.unison-net.com/

淀鋼商事（株） 大阪府大阪市中央区南本町4-1-1ヨドコウビル5階 06-6241-7234 http://yodo-sho.co.jp/

ラ

（株）ライフアートプランテック

床工事（塩ビタイル、タイルカーペット、セラミックタイル、塗床、石材

等）・壁工事（クロス、ダイノックシート、セラミックタイル、石材等）・防

煙垂壁工事（テンションタイプ、パネルタイプ）・その他（人工芝、防音クッ

ションカーペット、表面コーティング等）

奈良県奈良市学園大和町2-81　奈良西ビル2階・４階 0742-48-1113 http://www.lap.co.jp/

（株）LIXIL 大阪府大阪市住之江区南港北1-7-62 06-6733-0459 https://www.lixil.co.jp/

リョービ（株） 大阪府高槻市今城町24-12 072-685-1113 https://www.ryobi-group.co.jp/

リリカラ（株）大阪支店 大阪府東大阪市新町11-8 06-6444-1675 https://www.lilycolor.co.jp/

ロンシール工業（株）大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島6-9-27新大阪メイコービル4F 06-6304-2705 https://www.lonseal.co.jp/

ワ YKKAP（株） 大阪府大阪市中央区谷町4-8-7 06-6947-4140 https://www.ykkap.co.jp/


