
大阪生団連
会員リスト



生団連の使命

国 民 の 生 活・生 命 を 守 る

生団連の活動指針

一、�国民生活の安全・安定の確保と質の向上、関連業界の健全な発展への

　　貢献を通じて、「国民の生活・生命を守る」という使命を追求し続けます。

一、�世界的な視点から日本の現状を顧みて、立ちはだかる諸課題に対し、

　　御上頼りになることなく「自ら解決に取り組む先駆け」となることを目指します。

一、�生産・製造・流通サービスの業界と消費者団体が一体となって

　　大いに研究・議論を尽くし切磋琢磨して、政府・行政の政策運営に対する

　　発言力、提案力、そして実現力の確保に努めます。
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大阪生団連とは 

生団連は2011年の発足以降、生活者視点での精力的な活動を継続してまいりましたが、より生

活者に近い立場で具体課題にフォーカスした議論を行い、政策提言を実現させていくための次のス

テージとして、地域生団連の立ち上げを開始しました。

「大阪生団連」の発足は、昨年7月発足の「埼玉生団連」に続く「地域生団連」の第二弾となります。

「商都大阪の持続可能な発展を！」

大阪はものづくりや食文化の花を咲かせ続けてきた商人（あきんど）の町です。

このたびこの商都大阪に誕生した大阪生団連は、大らかで明るい商人魂と消費者の声によって、小

さな商いも大きな商いも、皆で助け合って成長できるよう、活発な活動を行ってまいります。

生団連が創立より引き継いできた「国民の生活・生命を守る」という理念を大切に、大阪生団連は目

先の利益を追うことに終始せず、私たちが生きる社会が平和で幸せなものとなるよう広い視野をもっ

て地域の発展に貢献して参ります。大阪の発展が日本の経済再生や人々の生きる喜びにつながるよ

う、常にグローバル・スタンダードの一歩先を歩んで行きたいと考えています。

大阪生団連会長　山口典子
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食は命のもと、料理は愛の形

なな菜では「食はいのちのもと、料理は愛の形」をモットーに安心・安全な食材を使い各店で手作り惣菜・お弁当を作っ

ております。

我が子に食べさせたいと思う家庭の味付けを心がけ

て、和食・洋食・中華やデザート・麺類など毎日数十種

類のお惣菜が並びます。

ビュッフェスタイルでお好きなものをお好きなだけ選

べて、ランチや夕食、ご家族の人数に合わせてテイク

アウトできるお店を展開しています。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･加藤･喜代子

●主な事業･：･お惣菜の製造、店頭販売

●所 在 地･：･〒591-8021
･ ･ 大阪府堺市北区新金岡町2-5-8-209

●電話番号･：･072-275-7831

●U　R　 L･：･https://nanasai.info

アークフーズ株式会社
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朝日製パン株式会社

朝日製パンは昭和28年の創業以来、安心・安全を第一に考え、

パンの新しい可能性を追求し続けています。

朝日製パンは大阪府堺市堺区にあるパンの製造会社です。

創業以来、一つ一つに真心こめて温もりのあるパンを作ってまいりました。

地域に根ざし、人と人とのつながりを大切に、安全で丁寧なパン作りを行っています。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･社長･･呉松 正一郎

●設　　立･：･1953年11月25日

●主な事業･：･パン・菓子の製造販売

●所 在 地･：･〒590-0013
･ ･ 大阪府堺市堺区東雲西町1丁目2-22

●電話番号･：･072-238-5481

●U　R　 L･：･https://asahipan.co.jp
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アトム株式会社

弊社アトムは、大阪市中央区にある空堀商店街に隣接しています。

空堀は奇跡的に空襲の焼失を免れ、昔ながらの長屋や狭い路地、石畳みが残る懐かしい町並みです。

近年は若者たちが長屋を改装し、それぞれの個性を活かしたショップやカフェが続々とオープンしています。

そんなチャレンジ精神あふれるこの町で「誰かを笑顔にする」一枚（Tshirt）を昔ながらの手作業でプリント（シルクプリ

ント）しています。

もちろん斬新なデザインにも対応できるインクジェット（カラープリント）にもいち早く取り組み、デザイン→プリント→

リパックまで、ワンストップで行う独特企業です。

ゼロからものごとをつくりだすアトムの進取の精神で技術とサービスを一新し、地域に愛されるものつくりに取り組ん

でまいります。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･会長･･脇屋･嘉典

●設　　立･：･1979年4月

●主な事業･：･印刷事業

●所 在 地･：･〒542-0012
･ ･ 大阪府大阪市中央区谷町7丁目1-39
･ ･ 新谷町第二ビル･207

●電話番号･：･06-6764-5987

●U　R　 L･：･https://atom-d.co.jp
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荒木運輸株式会社

お客様の現場にビジネスの流れを生み出す、３PL物流の荒木運輸

物流ワンストップ・ソリューション、それが荒木運輸の目指すサービスの形です。

４温度帯の総合物流インフラである「ハードウェア」、高いIT力を伴う「ソフトウェア」、お客様の物流ニーズに応じてカス

タマイズする現場力「ヒューマンウェア」、荒木運輸は自らの現場を運営する事業者として最適な３PLを具現化します。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･社長･･荒木･靖郎
●設　　立･：･1957年9月
●主な事業･：･一般貨物自動車運用事業
･ ･ 貨物運送取扱事業　倉庫業　通関業
･ ･ 保税業　自動車特定整備事業
･ ･ 認証自動車整備事業

●従業員数･：･722名
●車両台数･：･264台
●所 在 地･：･〒555-0041
･ ･ 大阪府大阪市西淀川区中島2-7-48
●電話番号･：･06-6476-1515
●U　R　 L･：･http://www.araki-express.co.jp/
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株式会社和泉利器製作所

創業文化二年

選びぬかれた伝統の調理器具

仁徳天皇陵の築造工事に用いられた鋤や鍬などの製造に始まり、堺の地で発展を遂げた鍛冶技術。その素晴らしい

技術はやがて、「食道楽」の大阪を支える料理人たちの創意工夫と結びつき、料理包丁をはじめとする優れた調理道具

を生み出しました。

文化二年創業の「堺刀司（株式会社和泉利器製作所）では、世紀を超えて人々に愛用される、本物の調理器具だけをつ

くり続けています。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･信田･尚男

●設　　立･：･1967年12月1日

●主な事業･：･刃物製造業

●所 在 地･：･〒590-0934
･ ･ 大阪府堺市堺区九間町東1-1-5

●電話番号･：･072-238-0888

●U　R　 L･：･https://sakai-tohji.co.jp/
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有限会社浦田

伝統と歴史が漂う空間で故人とのお別れの時を厳かに

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･浦田･幸造

●主な事業･：･葬祭業

●所 在 地･：･〒598-0034
･ ･ 大阪府泉佐野市長滝984-1

●電話番号･：･072-465-0042

●U　R　 L･：･https://urata-kaikan.co.jp/
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株式会社HICSS

私たちは、働く人の
Physical: 体、Mental: こころ、Sleep: 睡眠、Nutrition: 栄養

をサポートし、労働生産性向上と離職抑制を実現します。

HICSSは「一緒に働き続けたい」を叶える会社です
現代の日本は、労働人口の減少による採用課題に向き合うべき時代へと突入しました。HICSSは労働生産性の
向上、離職抑制を叶える会社です。

HICSSが選ばれる理由
HICSSのメンバーは医師、理学療法士、キャリアコンサルタントなど、国家資格を有したスタッフで構成されてい
ます。科学的根拠を重視したサービス内容を、安心安全かつスピーディーにご利用いただくことが可能です。

HICSSだからできるサービス
HICSSのサービスは、個人自らが積極的に健康管理をおこなえるよう、心身の症状を軽減するためのエクササイ
ズやコンディショニングの方法、ストレスマネジメントの方法、サプリメントの提案やカウンセリングサービスへの
導入まで、より具体的で実践的なツールを提供致します。組織へは根拠と実績にもとづいたスタッフマネジメン
ト研修の提案や制度改定の情報提供、健康経営優良法人取得のためのノウハウを提供することが可能です。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･･永井･正史

●設　　立･：･2020年11月

●主な事業･：･ビジネスコンサルタント

●所 在 地･：･〒537-0013
･ ･ 大阪府大阪市東成区大今里南1-3-1

●電話番号･：･06-6978-0175

●U　R　 L･：･https://hicss.co.jp/

10



株式会社HCI

株式会社HCIは2002年にケーブル製造装置メーカーとしてスタートし、2008年よりロボットSler事業を展開し、南

大阪に7つの拠点があります。本社は、2022年1月より、JR和泉府中駅より徒歩6分の3階建てのビルで、2階に

は調理を行う産業ロボットと配膳用サービスロボットの展示場であり、一般の方にも利用いただけるロボカフェ【HCI･

ROBO･HOUSE】を4月にオープンしました。生産拠点として泉大津市に2工場、岸和田市に1工場があり、南海電鉄

泉大津駅直結の商業施設に産業用ロボット19台を配置した開発拠点【HCI･ROBOT・AI･LAB】を設け、①要素技術検

証を『スピード』化、②VRシュミレータによりロボットシステム提案を『スピード』化、③DXを推進し、「スマートファクト

リー、スマートなサービス・店舗、スマートな医療」の変革を『スピード』化しています。

また、泉大津駅より徒歩2分の泉大津商工会議所内に、近畿経済産業局より南大阪のロボット導入拠点として位置づけ

られている【HCI･ROBOT･CENTER】を設け、9台の産業用ロボットであり、「ロボット安全特別教育」や「個別相談会」

を行っています。

そして、同じく泉大津市に大型ロボットやケーブル製造装置のテストが行える【HCI･TEST･FACTORY】があり、計41

台の産業用ロボットを保有しています。

皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･社長･･奥山･浩司

●設　　立･：･2002年6月26日

●主な事業･：･ロボットシステム開発

●所 在 地･：･〒595-0021
･ ･ 大阪府泉大津市東豊中町3-14-10

●電話番号･：･0725-90-6206

●U　R　 L･：･https://www.hci-ltd.co.jp/
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株式会社A-LINE

挨拶
私たちはすべてのひとに必要とされる存在を目指しています。

一見本来の事業とは関わりのない事業展開をしているように感じるかもしれません。

ですが、ここにはお客様と関わってきた時間の中で、「そうしなくてはならない必然性」がありました。

それはリュウグループのあるべき姿です。

そしてこれからも、お客さまだけではなく、関わるすべての人の「困った」「こんなものがあったらいいのに」という想

いに目を見張り、耳を傾け続け、そして行動し続けます。

あなたと共に生きる未来について、考えさせてください。

あなたのこれからと、さらにその先の人生のために、私たちが

伝えたいメッセージです。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･･妹尾･晃典

●設　　立･：･2012年4月24日

●主な事業･：･鍼灸整骨院・介護事業

●所 在 地･：･〒599-0211
･ ･ 大阪府阪南市鳥取中126-1

●電話番号･：･072-471-4309

●U　R　 L･：･http://www.ryu-a-line.com/
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株式会社大阪建物管理

株式会社大阪建物管理とは？
時代とともに、ビルメンテナンス関連の設備や資材・テクノロジーは急速な進化を遂げています。

しかし、どんなに設備や資材が進化しても、それを適切に運用・管理する技術・能力がなければ、お客様に安全で快適な

ご提供をすることはできません。

当社はそうしたニーズにお応えするため、従業員の教育研修に力を入れ、知識や技術力のレベルアップをはかるととも

に、環境対策についても全力で取り組んでおります。

お客様に代わって

保守点検・所轄官庁の対応アドバイスまで

全て当社にお任せください

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･･前田･由香利

●設　　立･：･1990年3月

●主な事業･：･ビルメンテナンス

●所 在 地･：･〒590-0987
･ ･ 大阪府堺市堺区築港南町2
･ ･ 堺第3区港湾福祉会館

●電話番号･：･072-228-4010

●U　R　 L･：･https://osaka-tatemono.jp/
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大阪バス株式会社

安心と安全をモットーに

東京大阪バスグループは、お客様のご愛顧により、現在、北海道から沖縄までバス会社１３社、タクシー会社１０社を数

えるまでに成長いたしました。私どもは、常に「安全性」を第一に、従業員一人一人がそれぞれの立場で、それぞれがス

ペシャリストとしての自覚、行動ができるよう心がけております。近年、新たにクルーズ船事業、飲食店事業など他分

野にも進出しております。目指すは「世界一のサイトシーイングカンパニー」。２１世紀にふさわしい会社として飛躍し

続けてまいります。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･･西村･信義

●設　　立･：･2001年9月25日

●主な事業･：･一般乗合旅客自動車運送事業
･ ･ 一般貸切旅客自動車運送事業
･ ･ 一般乗用旅客自動車運送事業

●所 在 地･：･〒577-0065
･ ･ 大阪府東大阪市高井田中3-6-21

●電話番号･：･06-4308-0800

●U　R　 L･：･http://www.osakabus.jp/
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大阪府鮓商生活衛生同業組合

「大阪府鮓商生活衛生同業組合」はこんな組合です。

長い名称ですが、厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、

営業者が自主的に衛生措置の基準を遵守し、衛生施設の改善向上等を図るため、大阪府知事認可により設立されたす

し店の組合で、すし店の繁栄と継承を目的とした事業を展開しています。

組合員は大阪のすし屋約400店。一部の県を除き、各都道府県にすし生活衛生同業組合がありますが、大阪の伝統

食文化「大阪鮓」より、「すし」の漢字に「鮓」を使用している唯一の組合です。

「すし」と言えば日本の伝統食。朝早くから卸売市場へ買い出しに行き、シャリを炊き、仕込みに時間をかける手間を惜

しまず、昔ながらの技法でつくる「本当のすし」を今後ともご愛顧よろしくお願いいたします。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･井上･正典

●主な事業･：･組合

●所 在 地･：･〒550-0015
･ ･ 大阪府大阪市西区南堀江1丁目12番19号

●電話番号･：･06-6538-3121

●U　R　 L･：･http://www.osaka-sushi.net/index.html
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株式会社オピス

企業概要
●代 表 者･：･代表取締役･･今井･正人

●設　　立･：･令和1年9月4日

●主な事業･：･薬局の経営

●所 在 地･：･〒537-0013
･ ･ 大阪府大阪市東成区大今里南1-1-21

●電話番号･：･06-6981-8080
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株式会社かいのホールディングス

かいのホールディングスは、美容業界の発展に寄与し続けます。

私たち、かいのホールディングスは、40年近く美容業界を見続けてきました。

美容業界の現在を見渡せば、低価格化が進み、顧客の獲得、ひいては経営自体も難しい時代に突入しています。

さらに面貸しサロン、商品の非正規流通化が進み、美容師という職業が、憧れの職業ではなくなってきているかもしれ

ません。

すべては「美容師になってよかった」働く人が心よりそう思っていただけるように、事業運営の企画やサポート、会社運

営のための基盤整備や運用を通じて、個別店舗の売り上げの最大化を図り、美容業界の発展に寄与します。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･社長･･會野･登志美

●設　　立･：･1993年6月

●主な事業･：･美容経営企画等

●所 在 地･：･〒599-8273
･ ･ 大阪府堺市中区深井清水町3980番地
･ ･ KAINOビル4F

●電話番号･：･072-277-8877

●U　R　 L･：･http://kaino-hd.co.jp/
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川村義肢株式会社

義足や義手、装具の製造販売によって成長を続けてきた私たちは、
幅広いサービスでお客さまの暮らしをサポートします。

めざすのは、一人ひとりの願いをかなえ、心にも身体にもフィットすること。

事業内容も常に進化を続けています。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･川村･慶

●設　　立･：･1963年4月22日

●主な事業･：･義肢・装具の製造販売

●所 在 地･：･〒574-0064
･ ･ 大阪府大東市御領1-12-1

●電話番号･：･072-875-8000

●U　R　 L･：･https://www.kawamura-gishi.co.jp/
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関西舞台株式会社

伝統芸能を支える

誠実をもっとうに、質の高い技術者集団をめざしております。

私たちは国立文楽劇場を本拠地に、文楽・歌舞伎・日本舞踊・邦楽等、日本古来の伝統芸能の世界で、舞台製作及び舞

台運営に従事しています。古典芸能の発展に貢献できるよう、質の高い技術者集団をめざしております。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･･岡本･義秀

●設　　立･：･1961年5月2日

●主な事業･：･舞台美術製作

●所 在 地･：･〒542-0077
･ ･ 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目東5番7号

●電話番号･：･06-6211-2336

●U　R　 L･：･https://kansai-butai.com/index.html
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北野緑生園株式会社

あらゆるニーズに応える植栽の提供

北野緑生園では空間を創造する上で限りなくイメージに近い植栽をご提供いたします。

私たちは樹木を通して感動と安らぎをお届けできればと願っています。

四季の移ろい、水の音、土や石の肌触り、花の色や香り、自然の様々なセンスに感動し、喜んでいただけるものをご提

案いたします。

さらに弊社では、堺で育てたオリーブから採れる希少なプレミアムエキストラバージンオイルの製造・販売、そして、社

長自らスペイン各地を訪ね歩き、厳選したオリーブを使用したオリーブオイルの販売も行っております。“本物のオ

リーブオイルを毎日の食卓に“をモットーに、日々試行錯誤を重ね作り上げられた逸品を是非お試しください。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･･北野･裕之

●設　　立･：･1945年

●主な事業･：･樹木卸売業

●所 在 地･：･〒587-0041
･ ･ 大阪府堺市美原区菅生1328

●電話番号･：･072-361-0278

●U　R　 L･：･http://kitano-ryokuseien.jp/
･ ･ http://yurina-olive.com
･ ･【YURINA･ORLIVE】
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社会福祉法人 慶生会

介護事業を行う多くの社会福祉法人では、ひとつの法人で行える事業内容が限られているため、介護のケアプラン

に変更が生じた際には、サービス事業者の交代が不可避となります。

そうなると、今まで介護サービスを受ける上で事業者に伝えていた生体情報や家族環境などを、新たな事業者に再

度説明し、理解してもらわなければならない負担が生じます。

それはつまり、ご本人やご家族のことをよく理解しているからこそ提供できるサービス品質に達する道のりが遠の

いてしまうことになります。

そこで慶生会では、疾病や老化による要介護状態の変化にともない、あらゆるニーズに応えられるよう、ご利用者

本位の最適なサービスを提供できる事業体制「フルメニュー」を展開しています。

例えば、自宅で一人では入浴ができない問題を抱えている方には、訪問入浴や通所介護、ショートステイなど、問題

解決の方法は何種類もあります。

その中で、どのサービスがご利用者さまにとって一番適しているのか、すべてのサービスを行うことができれば、法

人を変える必要もなく、ご利用者さま本位のプランを立てることができます。

本当に必要なサービスが提供できることはもちろん、さまざまな法人へ個人情報が散逸することも防げ、何より一

緒に歩んできたことで蓄積してきたお互いの信頼関係やご利用者さまにとっての安心感などをそのまま引き継げ

るというところにもフルメニューのメリットがあると考えています。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･理事長･･永井･正史

●設　　立･：･1986年3月

●主な事業･：･介護・医療・障害福祉・保育事業

●所 在 地･：･〒544-0014
･ ･ 大阪府大阪市生野区巽東四丁目11番10号

●電話番号･：･06-6758-1881

●U　R　 L･：･https://kyouseikai.org/
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株式会社グリース

企業概要
●代 表 者･：･紀之定･勝

●主な事業･：･レディースバッグ卸売り販売

･ ･ 除菌スプレーの製造・販売

●所 在 地･：･〒596-0023
･ ･ 大阪府岸和田市八幡町9-31

●電話番号･：･072-424-7585

●U　R　 L･：･https://www.perfect-g.com

弊社は自社で企画・デザインしたオリジナルレディースバッグを中国の専属契約工場で生産し輸入したプライベートブ

ランド･Cure･Borsa（クーレボルサ）を百貨店や専門店等に卸販売している企業様へ販売すると同時に大手アパレル

企業様等のオリジナルバッグの企画・デザインのサポートをしつつ生産販売する会社でございます。

また、5年程前よりPerfect･Guard事業部を立ち上げ、一般社団法

人･「正規安定型次亜塩素ナトリウム普及協会」･にも加盟し、独自のブ

ランド　Perfect･Guard（パーフェクトガード）として全国各地の代

理店様を通じて正規安定型次亜塩素ナトリウムを液剤としたさまざま

な除菌消臭スプレーやミストサーキュレーター等の販売も行っており

ます。

事業紹介
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◀︎スーパーマーケット売場事例

からだデリ健康酒場▶
BARNESS･なな菜店

大阪市阿倍野区阪南町1-50-8
（運営：アークフーズ株式会社）

▲「からだデリ」冷凍食品（一例）

株式会社グローカル・アイ

「からだにいいし、おいしいし。」

医療機関や大学などと連携した健康献立を「からだデリ」ブランドでご提供。
・パートナー事業
全国の配食・中食事業パートナー企業を通じ、お弁当や機能性食品などを、健康を意識する生活者にお届けしています。

・スーパーマーケット事業
製造事業パートナー企業と連携し、「からだデリ」ブランドのお弁当や冷凍食品をスーパーマーケットなどで販売して
います。

・からだデリ健康酒場　BARNESS事業
「からだデリ」メニューをご提供し、「健康」についての意識を高めていただく日本初の医師監修健康酒場を、フラン
チャイズ形式で展開。

・EC通販事業
　「からだデリ」ブランドの冷凍食品を、ご家庭で気軽に召し上がっていただくことができるEC通販事業。
　からだデリブランドサイト：https://karadadeli.com/

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･･田﨑･和弘

●設　　立･：･2007年12月5日

●主な事業･：･献立・レシピの作成・販売

●所 在 地･：･〒550-0012
･ ･ 大阪府大阪市西区立売堀2丁目1番9号
･ ･ 日建ビル6階･NIKKEN･lab.･Bスペース

●電話番号･：･06-6533-8877

●U　R　 L･：･https://www.glocal-i.com/
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株式会社来ファクトリー

企業概要
●代 表 者･：･鍬﨑･におい

●主な事業･：･食肉卸売

●所 在 地･：･〒597-0042
･ ･ 大阪府貝塚市名越807-3

●電話番号･：･072-446-7729

●U　R　 L･：･https://www.instagram.com/koi_factory/

24



株式会社コノミヤ

お客様に愛され、好まれるお店『好屋（コノミヤ）』

「お客様への恩返し」

お客様が欲しいものを、お客様が欲しい時に、お客様が欲しいだけ、お客様が安心して買えるように提供できる体制を

作ることである。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･社長･･芋縄･隆史

●設　　立･：･1971年12月1日

●主な事業･：･食品スーパーマーケット経営

●所 在 地･：･〒538-0043
･ ･ 大阪府大阪市鶴見区今津南一丁目5番32号

●電話番号･：･06-6968-0561

●U　R　 L･：･http://www.konomiya.jp/
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堺市委託環境事業協同組合

堺市から委託を受けた一般廃棄物の収集運搬事業者の相互扶助のために協同事業行い、環境保全を軸にSDGsを標

榜し、尚且つ自主的な経済活動を促進し、経済的、社会的地位の向上を図る事を目的とする。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･米田･健司

●主な事業･：･地域団体

●所 在 地･：･〒591-8037
･ ･ 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町1丁37番地10

●電話番号･：･072-257-5310
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堺市商店連合会

本会は堺市内の商店街及び商店の総合的組織力を結集して相互協調の緊密化を図り、商業者の総合的な改善振興発

展と経済的地位の向上を期することを目的としています。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･会長･･高田･和夫

●主な事業･：･地域団体

●所 在 地･：･〒591-8025
･ ･ 大阪府堺市北区長曽根町130-23
･ ･ 堺商工会議所4階

●電話番号･：･072-258-7123

●U　R　 L･：･http://sakai-shouren.com/

27



◀︎回収したアルミ缶をプレスする
初代会長　山口彩子さん

▲安全安心うまいもの市

▲一日計量士

無添加白みそ講習会▶

堺市消費生活協議会

消費者の生命と平和な暮らしを守り、消費者の権利を確立するために、SDGsの視点での消費者活動を推進し、学習、

調査研究、運動を展開します。

◆牛乳パックアルミ缶回収事業　
◦1990年
全国に先駆けてスーパー等の店頭において牛乳
パック、アルミ缶回収を開始
◦1991～現在
大型店舗に回収ボックス設置を求め、現在の設置
ボックスのシステムを構築
回収の収益金は緑化基金として毎年堺市に全額寄付。
（合計14,284,100）

◆無添加麦みそ白みそ講習会
４７年前から継続的に開講．手作りのおいしい味噌づ
くりは時代を経ても好評。
◆安心安全うまいもの市
２００６年食品偽装事件をきっかけに、安心で安全な食
を求めて探検隊を結束し，全国各地の逸品を紹介・販
売促進を実施。

◆堺市・協力事業者・堺市消費生活協議会の三者によっ
て「堺市域における使い捨てプラスティック削減に関
する協定」を締結。
◆詐欺被害・悪徳商法の啓発
◆一日計量士
毎年、市内量販店において食品の量目検査を実施。
◆調査研究、学習会について
物価問題　原発エネルギー問題　食品偽装問題　
食品ロス問題　ごみ減量化・４R運動推進　防災と減災
◆２０１４年　生団連入会

企業概要

活動紹介

●代 表 者･：･山口･典子

●設　　立･：･1974年

●主な事業･：･消費生活に関する調査研究、啓発、
･ ･ 学習会の開催及び消費者運動の展開。

●所 在 地･：･〒590-0076
･ ･ 大阪府堺市堺区北瓦町2-4-16
･ ･ 堺富士ビル6階･堺市立消費生活センター内

●電話番号･：･072-221-7146

●U　R　 L･：･http://www.sakai-syoseikyo.jp/
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株式会社サンデリックフーズ

サンデリックフーズのこだわり
小麦粉を水と混ぜ、こねる。それをのばし、切る。

一見単純に思える麺づくり。その中にも、さまざまなこだわりや技術、思いが込められています。麺づくりは、なるほ

ど原料も少なく加工工程も単純な作業ですが、その品質を問われる時に味もさることながら食感が大きな要素となり

ます。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･尾道･泰一

●設　　立･：･1987年4月

●主な事業･：･冷凍麺の製造販売

●所 在 地･：･〒598-0061
･ ･ 大阪府泉佐野市住吉町28番16

●電話番号･：･072-461-0251

●U　R　 L･：･http://www.sundelic.com/
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株式会社サンレディース

創業以来積み上げてきたノウハウで幅広い人材サービスを提供いたします。

人材派遣のエキスパート・サンレディース。

創業以来積み上げてきたノウハウと全国約3万人の登録スタッフにより、企業のみなさんへのニーズに対応してまい

りました。

単なる人材派遣ではなく、･企業のみなさんのニーズに適切に対応するためには、登録スタッフ個々の特性に応じス

ピーディーにコーディネートできることが最も重要だとする信念は、今も変わりません。･

サンレディースの「最適派遣」。

これからも企業のみなさんに対し、各種人材サービスやアウトソーシングのご提案を行ってまいります。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･･髙城･由里子
･ ･ 代表取締役･･髙城･竹正

●設　　立･：･1986年7月

●主な事業･：･人材派遣

●所 在 地･：･〒530-0022
･ ･ 大阪府大阪市北区浪花町12-24
･ ･ 赤坂天六ビル6F

●電話番号･：･06-6486-5353

●U　R　 L･：･https://www.sunladys.com/
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Gホールディングス株式会社

企業概要
●代 表 者･：･源野･英輝

●主な事業･：･グループ会社　管理

・(株)エネポート関西
･（コスモ石油販売店・LPG販売施工）

・(株)クリエイティブ・ラボ
･（外構工事・設計・施工・建築リフォーム全般）

・ジャパンセキュリティ(株)･（警備会社・管理会社）

・(株)ぼんじりフーズ
･（新鮮　焼鳥専門店　ぼんじり　貝塚店・泉大津店）

・栄昌興産(株)
･（あいおいニッセイ同和損害保険　代理店）

●所 在 地･：･〒597-0082
･ ･ 大阪府貝塚市石才159-1

●電話番号･：072-437-8711
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有限会社シェイプ

高級ブランドバックを始め、思い出の詰まった大切なバックを、

熟練の職人の技術でリペア致します。

お客様にご満足いただけるかばん修理の第一歩は丁寧なヒアリングから。･店頭で、お電話で、どんな些細なお悩み

もぜひご相談ください！

かばんの修理は最低5年の修行を積んで、ようやく一人前と言われる中、当社の職人は全員が業界経験10年以上。･

80代の大ベテランも含む職人集団が、細かな要望一つ一つにまで対応致します。

品質には絶対の自信を持っておりますので一切妥協致しません。修理内容にご満足いただけない場合、商品お渡し時

にお申し出いただければ、対応させていただきます。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･田中･稔

●主な事業･：･かばん修理

●所 在 地･：･〒553-0007
･ ･ 大阪府大阪市中央区船場中央4-1-10-135号

●電話番号･：･06-6282-3388

●U　R　 L･：･https://bagrepair.mods.jp/
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株式会社シマノ

もっと自然へ、もっと人へ

ひとは、大自然の息づかいに心を開くよろこびを知っています。

ひとは、人と人が出会い互いに認め合うことのできるよろこびを知っています。

それは、ひとそれぞれの中にも自然があるからだと思います。

そして道具とは、本来、ひとのよろこびに大きく関わっているものだと思います。

私たちシマノは、アウトドア・スポーツを代表するサイクリングと釣りの２つの分野を中心に、さまざまな製品をお届け

してまいりました。

肌を掠める風に、路傍に落ちる木洩れ陽に、水面に広がる波紋にこころを躍らせること。

そんな素直な感動を演出することが、私たちにとって何よりの誇りであるといっても過言ではありません。

私たちは、ひとと自然がもっと身近になり、ともに生きるよろこびを分かち合うために、新しい夢の実現、新しい文化の

創造をめざしてまいります。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･社長･･島野･泰三

●創　　業･：･1940年1月

●主な事業･：･自転車部品、釣具、
･ ･ ロウイング関連用品等の開発・製造・販売

●所 在 地･：･〒590-8577
･ ･ 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

●電話番号･：･072-223-3210

●U　R　 L･：･https://www.shimano.com/
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シャローム株式会社

シャローム地域包括ケアシステム

シャロームは地域密着で20年以上、介護に本気で取り組んできました。

堺市を中心に、住宅型老人ホーム、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリ、デイサービス、グループホーム、ケアプラン作

成、福祉用具の販売・レンタルなど介護保険事業全般を展開しております。

また、介護保険ではまかなうことのできない生活のシーンをサポートするために不動産、お困りごとサービス、ネット

ショップなど様々な事業も行っております。

そんなシャロームだからこそできる「トータルサポート」で皆

様の安心の生活をお支えいたします。

シャロームでは、国が推進する地域包括ケアシステムを

「ガーデン構想」と名付け、早くから、地域との連携、各種

サービス間の連携に取り組んできました。

それは、「お元気なときからいつまでも、住み慣れた家で安

心の老後をお支えいたします。」という、私たちのビジョンに

基づくものでもあります。

この地域というガーデンに、「喜び」「安心」「希望」の花をたく

さん咲かせていきたい。

それが私たちの想いです。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･･俣木･泰和

●設　　立･：･1999年10月5日

●主な事業･：･介護・福祉

●所 在 地･：･〒590-0801
･ ･ 大阪府堺市堺区大仙中町6-24

●電話番号･：･072-243-4640

●U　R　 L･：･https://kaigo-shalom.co.jp/
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株式会社シントー

株式会社シントーは、今年10月に、お陰様で創立25周年を迎えることとなりました。創業以来、大阪府下の堺泉北

臨海工業地帯にある日鉄高炉セメント株式会社大阪サービスステーション構内でセメントの受入（港湾荷役）からセメ

ントの品質管理・在庫管理・出荷管理さらに設偏保全にいたる運営管理が事業の柱となり、他に、セメント系セルフレベ

リング材の生産受託・運送など、大阪サービスステーション構内全般に亙る業務に携わっております。又、日鉄鳶炉セ

メント株式会社のセメント販売窓口の商権を有し、工事現場向けなどのセメント販売も手掛けています。

大阪・関西万博への関わり
2025年「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに開催される大阪・関西万博を控え、様々な工事が計画されて

います。円滑で効果のある開催を支える、官民パビリオン建設などの会場整備、新名神高速道路・阪神高速淀川左岸線

（2期）などのインフラ整備、それぞれの工事に欠かせないセメント・生コンクリートなどの運送に携わりたく、企業活動

を展開しています。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･･山口･曻

●設　　立･：･1997年10月1日

●主な事業･：･一般貨物自動車運送業

●所 在 地･：･〒590-0982
･ ･ 大阪府堺市堺区海山町2-127-1

●電話番号･：･072-247-9321
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スタートビル株式会社

企業概要
●代 表 者･：･代表取締役･･永井･正史

●設　　立･：･平成7年5月29日

●主な事業･：･医療経営コンサルタント業務　他

●所 在 地･：･〒537-0013
･ ･ 大阪府大阪市東成区大今里南1-3-1

●電話番号･：･06-6978-0175
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誠晃貿易株式会社

弊社は食品原料となる農水産物の輸入をメインに行っております。

40年近い実績のなかで築いたネットワークにより、お客様のオーダーに応じて新たな産地や農水産物、さらには加工

業者を現地で調査、開拓をしております。また日本の食品や包丁などを、欧米を中心に輸出しております。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･･江田･昇平

●設　　立･：･1984年3月24日

●主な事業･：･貿易業務

●所 在 地･：･〒590-0936
･ ･ 大阪府堺市堺区宿屋町東2丁2番33号

●電話番号･：･072-222-5740

●U　R　 L･：･http://www.seiko-trading.com/
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株式会社セルボ彩

未来のコンパスで新しいカタチを描き、創る

社会が急激に変化する時代。モノがあふれ、デジタル化が進行する中でスピードと効率が求められ、人間の存在や関

係性が希薄になってきています。

わたしたちは、今、この時代に必要とされるのは「人の力」であり、一人ひとりのエンパワメントによって弾力のある社会

が創造されると確信しています。また、環境保全や安全なエネルギーの観点から成長と共生の持続可能な未来づくり

を提案します。

わたしたちは、地球規模の発想から皆さまに、未来型事業を提供します。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･井口･喜久治

●設　　立･：･2011年4月28日

●主な事業･：･イベント運営等

●所 在 地･：･〒540-0039
･ ･ 大阪府大阪市中央区東高麗橋2丁目24番地
･ ･ メロディハイム高麗橋205号

●電話番号･：･06-6943-5313

●U　R　 L･：･http://www.cerveau-aya.co.jp/index2.html
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センコー株式会社

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･社長･･杉本･健司

●設　　立･：･2016年4月15日(創業1916年)

●主な事業･：･物流・倉庫

●所 在 地･：･〒531-6115
･ ･ 大阪府大阪市北区大淀中1-1-30

●電話番号･：･06-6440-5155

●U　R　 L･：･https://www.senko.co.jp/

センコーは、物流・商事・ビジネスサポート・ライフサポートなど

多彩な事業を展開するセンコーグループの物流を担う中核事業会社です。

全国ネットの貨物自動車運送事業を核に、倉庫、鉄道利用運送、工場内物流、海上運送、国際物流など、幅広く展開して

います。

保管、配送、流通加工、情報処理などの複合機能を持つ大型物流センター（PDセンター）での総合サービスや、物流

合理化・効率化につながる最適システムの設計、オペレーション運営など、最新の情報技術を駆使したロジスティクス

システムでお客様のSCМ（サプライチェーン・マネジメント）構築をサポートしてまいります。

創業から100年を超え、つねに時代を先取りする変革と挑戦を続けてきたセンコーは、これからもお客様の最適な流

通ソリューション実現に努めてまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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株式会社センシュー庫内

会社の思い

弊社は、確かな安心を皆様に提供するにあたり

お客様のリスク診断を実施しお客様をお守りします。

コンサルトとして企業の持続的発展、

職業魅力の向上をめざし人に合った支援を

実施しております。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･･庫内･元三郎

●創　　業･：･昭和56年12月

●設　　立･：･平成15年11月21日

●主な事業･：･
◦保険代理業･業務
東京海上日動火災保険株式会社･代理店
東京海上日動あんしん生命保険株式会社･代理店

◦お客様支援･業務
M＆A取得コンサルティング、
ISO認証取得支援コンサルタント業務、補助金獲得支援

●所 在 地･：･〒590-0833
･ ･ 大阪府堺市堺区出島海岸通1-10-15

●電話番号･：･072-244-5680

●U　R　 L･：･https://www.sensyukurauchi.co.jp/
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辰野エステート株式会社

企業概要
●代 表 者･：･辰野･邦次

●主な事業･：･ビル管理

●所 在 地･：･〒590-0077
･ ･ 大阪府堺市堺区中瓦町2丁1-2

●電話番号･：･072-245-5057
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株式会社朝陽

企業概要
●代 表 者･：･代表取締役･･南京･宏典

●設　　立･：･1999年10月

●主な事業･：･各種包装製品販売

●所 在 地･：･〒597-0084
･ ･ 大阪府貝塚市鳥羽289番地

●電話番号･：･072-431-7167

●U　R　 L･：･http://eco-choyo.com/index.html

大阪で包装資材の卸販売と小売事業をしております。

包装資材の卸売と小売をしている会社は大阪にはあまりないので、商売人の方だけでなく一般のお客様にも手に

取って商品を見れると好評いただいています。

少し地域のお役立が出来ればと日々考えております。

事業紹介
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都築株式会社

モットー
弊社は、ゼネコンを始めとするお客様のニーズに対して的確に判断し商品を適正かつ迅速に納入する事で得意様の良

きパートナーとなる事を目指し、社業を通じて社会貢献を果たして行きたいと考えています。

現在の日本が抱える経済低迷を社業である、セメント・生コンクリート及び建設資材の販売を通して、得意先・仕入先

と共に日本経済の活性化に寄与出来れば幸いと考えています。･皆様のご支援により、お蔭様で2021年（令和３年）

10月から第16期の始まりとなり、この機会に更なる努力精進を重ねてまいります。･何卒、都築株式会社を宜しくお願

い申し上げます。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･都築･裕保

●設　　立･：･2007年6月

●主な事業･：･コンクリート販売

●所 在 地･：･〒559-0013
･ ･ 大阪府大阪市住之江区御崎7丁目2番24号

●電話番号･：･06-6616-7445

●U　R　 L･：･http://tsuzuki-corp.jp/index.html
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東洋製綱株式会社

当社は日本工業規格（JIS）認証取得工場であり、業界トップメーカーの東京製綱の資本参加を得て、常に高度の技術を

もって品質第一をモットーとしています。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･社長･･川崎･正文

●設　　立･：･1952年6月9日

●主な事業･：･ワイヤロープ生産

●所 在 地･：･〒597-0061
･ ･ 大阪府貝塚市浦田町175番地

●電話番号･：･072-432-2112

●U　R　 L･：･http://toyorope.co.jp/index.html
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株式会社南海グリル

1952年創業以来、鉄板焼ステーキ一筋

1952年12月この地、堺に洋食屋としてビフテキの南海グリルは創業致しました。

南の海に向かって料理(グリル)をする、だから南海グリル、神戸の時計屋さんが名前を付けてくれました。

美味しいものをおなかいっぱい食べて頂き、【美味しいビフテキ、おいしい幸せ】を味わって頂きたい、そして記憶に残

るレストランを目指し、私共は日々心と技術を磨き、ベストを尽くしています。

安心安全、自然豊かな農業大国宮崎県から、おいしさ日本一の宮崎牛と宮崎の食材を、また全国から旬の食材を取り

揃え、生産者の方々とお客様をお繋ぎしています。

さあ、どうぞ、鉄板を囲んでお座りください。

お客様の晴れの日に大切な方とのかけがえのないひとときに、私共の最高の演出をご覧ください。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･･西浦･結香

●設　　立･：･1952年12月

●主な事業･：･飲食（牛肉）

●所 在 地･：･〒590-0940
･ ･ 大阪府堺市堺区車之町西2-1-30
･ ･ 南海グリルCOREビル3F

●電話番号･：･072-222-0121

●U　R　 L･：･https://www.nankai-grill.co.jp/
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有限会社南海ステージ

あらゆるイベントのプランニングから制作運営まで

南海ステージは、大阪・堺を中心とした芸術文化ホールの舞台管理運営や、イベント・バレエ・舞踊・コンサート等の企画

制作から舞台装置の製作・音響照明のオペレート業務までステージ全般を司る総合舞台会社です。

百舌鳥古墳群がユネスコ世界文化遺産に登録され活気をおびる堺市を中心に、大阪・兵庫において多数のホール運営

管理業務に携わり、魅力あふれる芸術文化の創造・交流・発展の拠点となるようなホール運営を日々目指しています。

また、これまで指定管理者制度に基づく公共文化施設管理運営業務を受託するなど、施設の運営管理業務のみに留ま

らず事業企画・総合受付などホール運営管理に関する様々な事業を手掛けています。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･･山岡･雅佳

●設　　立･：･1991年3月

●主な事業･：･イベント運営

●所 在 地･：･〒590-0079
･ ･ 大阪府堺市堺区新町3-5小山電ビルⅡ2階

●電話番号･：･072-233-8488

●U　R　 L･：･http://nankai-st.com/
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株式会社ノースビレッジコーポレーション

～豊かな老後生活を～

ノースビレッジコーポレーションは

安心で豊かな老後生活を

見守っていきたいと思っております。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･･永井･正美

●設　　立･：･1995年11月

●主な事業･：･介護サービス事業

●所 在 地･：･〒544-0014
･ ･ 大阪市生野区巽東2-18-1･慶生会ビル3階

●電話番号･：･06-6756-8980

●U　R　 L･：･https://www.sarasso.jp/
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パシフィックサプライ株式会社

お客様と社員のQ.O.L.の向上を目指す

私たちは義肢装具、移乗用リフト、脳卒中片麻痺用訓練用具など、お客さまのＱ.Ｏ.Ｌ.（Ｑuality･of･Life）の向上につな

がる製品を国内外から調達し提供しています。

そして、単に製品を提供するだけではなく、製品使用の際に生じる疑問や不安を解決すべく様々なソフト（サービス）も

提供しています。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･･川村･慶

●設　　立･：･1968年7月23日

●主な事業･：･義肢・装具の製造販売

●所 在 地･：･〒574-0064
･ ･ 大阪府大東市御領1-12-1

●電話番号･：･072-875-8008

●U　R　 L･：･https://www.p-supply.co.jp/
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株式会社パソコンレスキューサービス

笑顔一番ありがとうパソコンレスキューサービスです

近年のパソコンにおける急激な普及は、便利性の向上と相反し、利用者に伴う様々なトラブルやユースウェアの必要

性がますます高まっています。すでにそれぞれのメーカーが、対応するサポートセンターやサービスセンターは飽和

状態にあり、また単一メーカーだけでは対処できない様々なトラブルが発生しているのが現状です。

一方ユーザー側も、自分の直面しているトラブルが、機械的なものか操作上のものであるかを判断できない場面もた

くさんあり、中には症状さえ適切に説明できない人々も少なくありません。今後、パソコンはさらに手軽で身近な存

在になっていき、機器の販売はますます激化しいずれ淘汰されていくことでしょう。しかしユースウェアへの要求は、

今以上に高まるのは必至で、そこにビジネスチャンスがあると確信しております。

そこで、私どもパソコンレスキューサービスは、常にタイムリーなオンサイトサービスを提供してまいることで、今後さ

らに多様化が進むであろうパソコン業界においてのサポートサービスのあり方について、確かな手ごたえをつかんで

いく方針です。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･伊藤･久美子

●設　　立･：･2001年11月12日

●主な事業･：･情報処理サービス

●所 在 地･：･〒592-8333
･ ･ 大阪府堺市西区浜寺石津町西4-19-5

●電話番号･：･072-243-9901

●U　R　 L･：･https://pcrs.jp/
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パックス合同会社

女性のライフスタイルに寄り添い、

美を創造し確かな情報を発信して参ります。

小さな感動をお届けすることを目指します。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･細谷･陸雄

●設　　立･：･2019年9月

●主な事業･：･美容・健康用品の販売

●所 在 地･：･〒590-0952
･ ･ 大阪府堺市堺区市之町東4丁2番17号
･ ･ 堺合同ビル1階

●電話番号･：･072-225-4048

●U　R　 L･：･https://paxgk.co.jp/wp/
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阪南チーズ染晒協同組合

阪南チーズの特徴
染色職人ひとりひとりが長年の経験を持ち、機械化＋職人の巧みな技で確実に一流の染色作業を行っています。

考えてみれば、これらのカラフルな色のついた製品も最初は無地なのです。その無地な生地や糸（チーズ）を染色職

人が巧みな技と長年培った感覚で思い通りの色に染め上げていくのです。

美しく鮮やかな色もあれば、渋い色やくすんだ色もありますが、そのどれもが巧みの技によって生地や生糸に色化粧

され、出来上がるのです。

いくらオートメーションの進んだ現代でも、色を配合して、それを目で見て色彩調整するのは、やはり経験のある職人

達なのです。

職人いわく、色は目と心で見るそうです。

人間の心と色と言うのは深い結びつきがあり、感情にも作用するのは科学でも証明されています。

いくら機械化が進んでも、人間味のある美しい色を出すのは、機械ではなく人間なのだと思います。

そのことを忘れずに、より心に響く色を創っていきたいと思います。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･甚野･祐宏

●設　　立･：･1964年11月25日

●主な事業･：･各種紡績糸のチーズ染色加工

●所 在 地･：･〒598-0034
･ ･ 大阪府泉佐野市長滝448

●電話番号･：･072-465-1821

●U　R　 L･：･https://hannancheese.jp/index.html
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株式会社BISCUSS

あなたの人生が花開きますように

そんなコンセプトのもと株式会社BISCUSSを立ち上げました。

出張を主体にした鍼灸整骨院の運営、運営に悩んでいる方への経営コンサルティング、空室が多くて困っている介

護施設への入居者のご紹介など、人と人が関わりふれあい、助け合える環境作りのお手伝いができればと思ってお

ります。

若輩者ではありますが、出逢った人々がみんな幸せに花開けるような会社を作っていきたいと思っております。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･･森屋･和紀

●設　　立･：･2015年9月27日

●主な事業･：･福祉・医療・介護・不動産

●所 在 地･：･〒542-0081
･ ･ 大阪府大阪市中央区南船場1-11-9
･ ･ 長堀安田ビル6F

●電話番号･：･06-4705-1020

●U　R　 L･：･https://www.biscuss.co.jp/
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有限会社ヒューマンライツ・プラネット

企業概要
●代 表 者･：･山口･登美子

●主な事業･：･「ドンナ・サービス」

　　　　　　介護保険法による

　　　　　　指定居宅介護支援事業

　　　　　　指定訪問介護事業

　　　　　　第１号事業（介護予防訪問サービス）

●所 在 地･：･〒590-0064
･ ･ 大阪府堺市堺区南安井町1丁目5-5
･ ･ ドンナ・サービス

●電話番号･：･072-226-5200
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特定非営利活動法人ピンクリボン大阪

ピンクリボンとは
日本で乳がんに罹る人は、いまや9人に一人とも言われています。それでも、乳がんの検診率は向上していません。

特に大阪の乳がん検診受診率は、全国受診率（検診を受けている人）は、下位4位です。

また、同じ女性がんである「子宮頸がん」においては、20 ～ 30歳代の若い患者さんが増えており１年に3,500名

の方が亡くなっています。

「乳がん月間」の10月に「女性がん」である乳がん・子宮がんの検診啓発活動を広く知っていただく事で、少しでも

自分のからだを大切に思っていただきたいと願っています。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･冨尾･貴美代

●設　　立･：･2009年6月15日

●主な事業･：･女性がんの検診啓発活動

●所 在 地･：･〒590-0405
･ ･ 大阪府泉南郡熊取町大久保南4丁目4-43

●電話番号･：･090-5463-8954
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フクシマガリレイ株式会社

食といのちの未来を拓く挑戦者

私たちフクシマガリレイは、業務用冷凍冷蔵庫、ショーケースの製造を起点として、冷やす技術を軸に成長してまいりま

した。創業者の福島信夫が木工の技術を生かし、業務用冷蔵庫の製造を開始したことからその歴史が始まり、戦後の

スーパーマーケットスタイルの定着や、外食産業の拡大に合わせて、食のインフラを支え続けてまいりました。

「食といのちの未来を拓く挑戦者」は私たちのありたい姿です。

“いのち”には食を通じた健康や寿命への取り組み、医療理化学分野におけるメディカル事業、急速凍結冷却技術によ

る賞味期限の延長やフードロス削減、そして環境ビジョン『Dramatic･Future･2050』を通じた地球のいのちといった

多くの意味が込められています。

“食”というこれまでのビジネスフィールドにあらたに“いのち”を加え、これからの新しい可能性を拓いてまいります。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･会長･CEO･･福島･裕

●設　　立･：･1951年12月8日

●主な事業･：･食品冷蔵機器の製造販売

●所 在 地･：･〒555-0011
･ ･ 大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

●電話番号･：･0120-213-521

●U　R　 L･：･https://www.galilei.co.jp/
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藤田紡績株式会社

会社概要
軍手の国内大手メーカーとして、徹底した品質管理の元にできあがった商品を全国発送しております。

平成十年には国内工場の機械を一部だけ残し、中国に移転させ、品質の高い中国製を実現させ競争力を高めました。

この度、インターネットで御案内させていただくことにより、会社関係の方はもちろん、各種団体及び個人の方にも、幅

広く、弊社の軍手を知ってもらう為、お値打ち価格で販売いたします。

また、商品は皆さんの意見を取り入れながら、迅速な国内工場と低価格な中国工場を使い、いろいろ試作しております。

その他、工場移転の空スペースに、近くの皆様の役に立つものとして、トランクルーム・フィットネススタジオを開設し

ております。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･藤田･正彦

●設　　立･：･1949年4月

●主な事業･：･各種繊維製造・加工・販売
･ ･ 結婚相談所
･ ･ フィットネス

●所 在 地･：･〒594-0064
･ ･ 大阪府和泉市寺門町1丁目8-7

●電話番号･：･0725-41-4550

●U　R　 L･：･https://www.fujitabo.co.jp/index.html
･ ･ https://www.fujitabo.co.jp/nozomikai/
･ ･ https://www.fujitabo.co.jp/jc/index.html
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税理士法人細谷総合会計

プロフェッショナル
現代は、激しい変化の中にあって税に関することもまた同じくそのあおりを受けています。私たちは現代においてこそ

より丁寧にお客様に向き合わなくてはいけないと考えています。それが唯一変わらないもの、私たちのポリシーです。

これからも丁寧・迅速・正確な仕事を目指し、邁進していく所存です。

ただ、専門的知識・技術を有しているだけでなく、お客様にいかに寄り添う事ができるか。それがプロフェッショナルです。

力戦奮闘
おかげさまで、創業より間もなく半世紀を迎えようとしております。これもひ

とえに皆様方のご愛顧のたまものだと感じております。

創業以来、一貫した『笑顔のサポート』という細谷の理念のもとに活動してまい

りました。当社が多くのお客様からご支持頂いているのは、スタッフの一人一

人がこの理念に深く共感し、真心を込めて職務を遂行しているからだと自負し

ております。これからも皆様と共に歩んでいく所存でございます。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：奥･利隆、細谷･陸雄

●設　　立･：･1970年4月

●主な事業･：･税務会計業務

●所 在 地･：･〒590-0952
･ ･ 大阪府堺市堺区市之町東4-2-17

●電話番号･：･072-224-0800

●U　R　 L･：･https://www.h-ao.or.jp/
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北極星産業株式会社

元祖オムライス

日本で生まれた愛されるオムライス。

現「北極星」の先代、北橋茂男が洋食屋、「パンヤの食堂」を始めたのは大阪の汐見橋(現大阪市浪速区)で、

1922(大正11)年のことでした。

日本の代表的な洋食でおなじみの"オムライス"が生まれたのはこの「パンヤの食堂」でした。

当時、雨具屋の小高さんというご常連のお客様がおり胃の具合が悪い方で、いつもオムレツと白ごはんを食べて

おられました。1925(大正14)年のある日、当時20代半ばだったアイディアマンの茂男は「くる日もくる日も同じ

ものではかわいそうだ」と、ケチャップライスを薄焼き卵で包んだ特製料理を小高さんにお出ししました。

「おいしいやん！なんやこれ？」と大変気に入られ、「オムレツとライスを合わせてオムライスでんな。」と、とっさに答

えたのが"オムライス"の誕生の由来だったのです。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･･北橋･茂登志

●設　　立･：･1922年4月

●主な事業･：･飲食業、貸ビル業

●所 在 地･：･〒542-0076
･ ･ 大阪府大阪市中央区難波3丁目5番17号

●電話番号･：･06-6632-1591

●U　R　 L･：･https://www.hokkyokusei.online/
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マグチグループ株式会社

幸せを追求し続ける企業
間口グループは、純粋持株会社であるマグチグループ株式会社のもと、35社のグループ事業会社（7社のディビジョ

ンカンパニーを含む）で構成される総合物流企業です。

明治34年(1901年)、大阪港を基盤に港湾運送の専業者として創業し、船内荷役業・沿岸荷役業・倉庫業を営んできた

港湾業界の老舗です。

昭和40年代からはスーパーマーケット等の流通業界において、お得意先様の物流システムの構築に参画し、現在は物

流センターから、店舗、ご家庭への配送まで多角的に業務を拡大しております。

近年では流通業界の経営環境の変化に対応し、商品の陳列・加工の受託、さらには農産物の生産、花の仲卸・小売りへ

と業態の拡大に努めてまいりました。

今後とも社会環境の変化に即応し、AIやロボットといった先進テクノロジーを活用した新たな事業領域にも参画して

まいります。お客様の笑顔のために、安全・安心を届け続ける、それが私たちの願いです。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･袋井･隆

●設　　立･：･1901年6月10日

●主な事業･：･物流事業

●所 在 地･：･〒552-0022
･ ･ 大阪府大阪市港区海岸通1丁目5番29号

●電話番号･：･06-6572-5601

●U　R　 L･：･https://www.maguchi.co.jp/
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株式会社真心米工房

真心米工房は、「真心米（まごころまい）」を販売している米屋です。

名前の由来は･ロゴマークにある通り［ほんまもん］の･美味しいお米の販売です。と申しますのも、生産者の方が特別

なこだわりを持ち、精魂込めて作っていただいた･お米を消費者の皆様に如何に提供させていただけるのか。それは

やはり真心を込めて精米すること。そして、･スタッフ全員が真心を込めてお米の美味しさをそのままお届けすること

であると考えています。･また、当社は平成26年3月に設立したばかりの真新しい会社ですが、先々代の方々より受け

継いだ［米屋の精神］は･しっかり受け継いでおります。今後とも、どうぞ末永くお引き立ての程、宜しくお願い申し上げ

ます。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･上田･真由美

●設　　立･：･2014年3月25日

●主な事業･：･米穀卸売・小売

●所 在 地･：･〒594-1144
･ ･ 大阪府和泉市テクノステージ3-1-11-102

●電話番号･：･0725-51-2077

●U　R　 L･：･http://www.magokororice.jp/
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株式会社松商

「おいしい」を届けるために松商はこだわります。

焼肉店、洋食店、中華店、焼き鳥店、居酒屋、ステーキハウス等、全国800店以上のご飲食店様とお取引をさせて

いただいております。大阪近郊のお客様へは自社トラックでスピーディーな配送を、その他の地域へは宅急便で、

弊社より直送しています。･また、商品についてのご要望あれば対応させていただきます。あらゆる食肉を取り扱っ

ておりますので、ご質問等、どんなことでもお気軽にお問合わせください。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･松田･益睦

●主な事業･：･業務用食肉の加工・製造

●所 在 地･：･〒557-0063
･ ･ 大阪府大阪市西成区南津守2丁目2-24

●電話番号･：･06-6655-6129

●U　R　 L･：･http://kkmatsusho.com/
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株式会社マツヒサ

2023年で52周年

1971年から”愛情いっぱい”をモットーに

笑顔あふれる幸せなひとときを願って･･･

大阪･堺のケーキハウス･リバージュ

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･苅田･里美

●設　　立･：･1971年6月

●主な事業･：･洋菓子・パンの製造販売

●所 在 地･：･〒593-8326
･ ･ 大阪府堺市西区鳳西町1-78-9

●電話番号･：･072-265-3115

●U　R　 L･：･https://www.rivage.jp/
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丸大食品株式会社

丸大食品グループは、日々の活動に精一杯の真心を込め、

誠意を尽くすことにより、社会に貢献します。

コロナ禍において、私たちを取り巻く環境は大きく変化し、その中でも世界中で地球環境を限りある資源と捉えた

サステナブル(持続可能)な社会の実現に向けた流れが大きく動き出しております。

丸大食品グループは、「食を通じて社会に貢献する企業」を目指し、環境に配慮した企業活動をはじめ、食育活動、

スポーツ支援活動などの社会貢献活動に取り組み、次世代へと繋ぐ持続可能な社会の実現に貢献すべく、『食』の

新しい価値創造に向けてチャレンジを続けてまいります。

私たちは、お客様に喜ばれる

　　　　　　　美味しさを創ります

私たちは、夢と働きがいのある

　　　　　　　　･･企業を創ります

私たちは、時代の変化に対応し、

　　　　　　新しい価値を創ります

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･社長･･佐藤･勇二

●設　　立･：･1958年6月10日

●主な事業･：･食品加工

●所 在 地･：･〒569-8577
･ ･ 大阪府高槻市緑町21-3

●電話番号･：･072-675-1111

●U　R　 L･：･https://www.marudai.jp/
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株式会社マルマサフード

カット野菜製造加工事業

カット野菜のパイオニアとして、

　　　　日々を豊かに彩るカット野菜を365日お届けしています。

カット野菜のパイオニアとして

　　　　常に新鮮なカット野菜をお届けできる様に日々努力を続けています。

カット野菜製造において、産地からお客様まで徹底したコールドチェーン体制の下、最新鋭の生産ラインで常に安全な

商品をお届けできるように、工場の品質管理・技術をさらに高める取組みを行っています。

HACCPに基づいた衛生管理システムをもって、食品の安全性と品質を高める取組みを行っております。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･社長･･金澤･向志

●設　　立･：･1976年9月21日

●主な事業･：･青果物販売・カット野菜製造

●所 在 地･：･〒546-0001
･ ･ 大阪府大阪市東住吉区今林2-6-3

●電話番号･：･06-4306-9111

●U　R　 L･：･https://www.kanemasa.co.jp/
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水なす工房よさこい

泉州の伝統製法。

　　　ひとつひとつ手もみでぬか漬けに。

「なにわの伝統野菜」である「水なす」を泉州の伝統製法で一つ一つ手もみでぬか漬けにしました。

化学調味料・保存料は一切使用せず、ぬかで自然発酵した自慢の味です。

「水なす」は泉州地方でしか育たないとされる貴重な一品。当店の絹浅漬は、果物のような甘さと絹のような食感

で他にない味わいです。大阪の贈り物No.1の「水なす絹浅漬」を是非ご賞味ください。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･中岡･靖昭

●主な事業･：･食品加工・販売（なす）

●所 在 地･：･〒597-0013
･ ･ 大阪府貝塚市津田北町9-22

●電話番号･：･072-436-4351

●U　R　 L･：･https://www.yosakoi1949.jp
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有限会社ミナカタ印刷

堺で、地域のみなさまにご愛顧いただいた弊社は、1959年(昭和34年)の創業時より「人と人との繋がり」を大切に、

常にお得意先の「伝えたいこと」を印刷物をメインにさまざまなツールに変えて創出してまいりました。

弊社のめざしているのは「人と人」の間に立ち「繋げて、気づかせ、伝わる、人と人を動かすツール創り」です。クライア

ントがターゲットとしている人々にいかに気づかせ、共感や共鳴をもって手にとってもらえるかを常に考えカタチにし

ています。

人と人に介在する印刷物は、これからの時代においても重要なコミュニケーションツールです。

弊社は、よりいっそう「人と人を動かすツール創り」に邁進し、アイデアと工夫をもった企画・デザインでクライアント様

のニーズに沿ったツール創りをお手伝いさせていただきます。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･南方･正良

●主な事業･：･印刷

●所 在 地･：･〒590-0957
･ ･ 大阪府堺市堺区中之町西2-2-3

●電話番号･：･072-223-6886
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株式会社柚子辛凛

本当に美味しいものを作りたい

自然豊かな高知県三原村産の柚子を贅沢に使用した「ゆずからりん」。

美味しさで喜びを。

効率を求めず一つ一つ心をこめて手づくりしております。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･安澤･和子

●主な事業･：･食品製造・卸売・小売

●所 在 地･：･〒593-8324
･ ･ 大阪府堺市西区鳳東町7-821-7

●電話番号･：･072-263-6962

●U　R　 L･：･https://yuzukararin.com/
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レンゴー株式会社

パッケージプロバイダーであり続けるために

どんなに素晴らしい商品も、それを包むパッケージがなければ、その価値を世の中に届けることはできません。あ

らゆる産業の全ての包装ニーズをイノベーションする「ゼネラル･パッケージング･インダストリー」＝ＧＰＩレンゴー

の生み出すパッケージング・ソリューションの全てが、物の流れと暮らしの豊かさを支えています。

板紙から段ボールまでの一貫生産体制に加え、印刷紙器や軟包装などの消費者包装分野、さらに幅広い産業を支

える重包装、そして海外へも広がる私たちの事業領域は、大きな相乗効果を発揮しながら多様なパッケージング・

ソリューションを生み出しています。

私たちレンゴーグループは、これからも自ら未来をデザインし、新たな市場を開拓する「パッケージプロバイダー」

であり続けるために、パッケー

ジングの新たな価値の創造

に、世界で一番の情熱を注ぐと

ともに、ＧＰＩレンゴーとして物

流と暮らしを支え、より良い社

会、持続可能な社会の実現の

ために、たゆみない努力を続

けてまいります。

企業概要

事業紹介

●代 表 者･：･代表取締役･会長･兼･CEO･･大坪･清

●設　　立･：･1920年5月2日

●主な事業･：･紙加工品の製造販売

●所 在 地･：･〒530-0005
･ ･ 大阪府大阪市北区中之島2-2-7
･ ･ 中之島セントラルタワー

●電話番号･：･06-6223-2371

●U　R　 L･：･https://www.rengo.co.jp/
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