(公財)関西生産性本部 賛助会員名簿

[ア] アースインターシステムズ(株)

(株)エネアーク関西

アートコーポレーション(株)

(株)エネゲート

アイ企画(株)

エビス(株)

アイテック阪急阪神(株)

(株)遠藤照明

ＩＤＥＣ労働組合

[オ] オーエス(株)

葵機械工業労働組合

オーケー化成(株)

明石機械労働組合

(学)追手門学院

アクト経営会計事務所

大阪エムケイ(株)

アサダメッシュ(株)

大阪ガス(株)

朝日ウッドテック(株)

大阪ガスケミカル(株)

あさひ高速印刷(株)

大阪ガスセキュリティサービス(株)

アサヒビ―ル(株)近畿圏統括本部

大阪ガス都市開発(株)

(株)朝日ビルディング

(株)オージースポーツ

(株)アサヒファシリティズ大阪本店

大阪ガス労働組合

アシックスユニオン

大阪ガス労働組合中央導管支部

芦森工業(株)

大阪ガス労働組合南部支部

有限責任あずさ監査法人

大阪ガスリキッド(株)

アズワン(株)

大阪空港交通(株)

アスプローバ(株)大阪支店

(学)大阪経済大学

荒川化学工業(株)

(株)大阪国際会議場

有光工業(株)

(学)大阪国際学園

合同会社 アルファ

大阪シティ信用金庫

(株)アルファ・オメガ

大阪商業大学

[イ] イオンリテールワーカーズユニオン

大阪商工会議所

石川(株)

(株)大阪真空機器製作所

(株)イシダ

大阪製紙(株)

稲畑産業(株)

(株)大阪ソーダ

因幡電機産業(株)

大阪ソーダ労働組合

今津建設(株)

大阪地下街(株)

(株)イムラ封筒

大阪地区開発(株)

岩谷産業(株)

(株)大阪ﾁﾀﾆｳﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ

EY新日本有限責任監査法人

大阪中小企業投資育成(株)

[ウ] (株)ウィレンス

大阪トヨタ自動車(株)

上野製薬(株)

大阪トヨペット労働組合

[エ] エア・ウォーター(株)

大阪府民共済生活協同組合

エア・ウォーター労働組合

大阪府教職員組合

ＡＩＧ損害保険(株)

(一社)大阪府経営合理化協会

永大産業(株)

(株)オージス総研

江崎グリコ(株)

(株)大塚商会関西支社

エスペック(株)

大塚化学(株)

HRM総研・八木社会保険労務士事務所

(学)大手前学園

(株)ＮＧＫ

(株)大林組

ＮＣＳ＆Ａ(株)

ＡＵＢＥ

ＮＴＮ(株)

岡野食品ホールディングス(株)

ＮＴＮ労働組合

岡本(株)

(株)ＮＴＴデータ関西

音羽電機工業(株)

(株)ＮＴＴデータセキスイシステムズ

(株)オファー

(株)ＮＴＴドコモ 関西支社

(株)オフィス・アニバーサリー

(株)エヌ・ティ・ティ ネオメイト

オムロン(株)

(株)ＮＴＴビジネスアソシエ西日本

オムロン労働組合
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(公財)関西生産性本部 賛助会員名簿

オムロンソフトウェア労働組合

京セラ(株)

オリックス㈱グループ関西

京セラ労働組合

[カ] (株)Kairos

京都経営者協会

(株)加貫ローラ製作所

京都リサーチパーク(株)

加藤産業(株)

協明紙器(株)

金井重要工業(株)

協和印刷(株)

(株)カネカ

協和テクノロジィズ(株)

カネカ労働組合

(株)近畿大阪銀行

川崎重工業(株)

近畿大阪銀行従業員組合

川崎重工労働組合

(学)近畿大学

(株)環境総合テクノス

(株)近畿日本ツーリスト関西

関西アーバン銀行従業員組合

近鉄グループホールディングス(株)

関西エアポート(株)

近畿日本鉄道労働組合

(一社)関西経済同友会

近畿労働金庫

(一財)関西情報センター

近畿労働金庫労働組合

(学)関西大学

(株)近商ストア

(一財)関西電気保安協会

(株)近鉄エクスプレス

関西電気保安協会労働組合

近鉄情報システム(株)

関西電力(株)

近鉄スマイルライフ(株)

関西電力労働組合

(株)近鉄百貨店

関西電力労働組合大阪北地区本部

近鉄百貨店労働組合

関西電力労働組合大阪南地区本部

近鉄不動産(株)

関西電力労働組合京都地区本部

(株)近鉄・都ホテルズ

関西電力労働組合奈良地区本部

(株)近鉄・都ホテルズ シェラトン都ホテル大阪

関西電力労働組合兵庫地区本部

(株)きんでん

関西電力労働組合和歌山地区本部
関西電力労働組合本店地区

きんでん労働組合
[ク] (株)クボタ

関西電力労働組合姫路地区本部

(株)クボタケミックス

関西電力労働組合滋賀地区本部

クボタ本社労働組合

関西熱化学(株)

クボタ労働組合連合会

(株)神崎高級工機製作所

倉敷紡績(株)

神崎高級工機製作所労働組合

倉敷紡績労働組合

関西学院大学

(株)クラレ

(株)関電エネルギーソリューション

グランドプリンスホテル京都

(株)関電Ｌ＆Ａ

(株)栗本鐵工所

(株)かんでんエンジニアリング

栗本鉄工所労働組合連合会

かんでんエンジニアリング労働組合

グンゼ(株)

関電サービス(株)
(株)かんでんＣＳフォーラム

グンゼ労働組合
[ケ] (株)ケイ・オプティコム

関電システムソリューションズ(株)

京阪ホールディングス(株)

関電システムソリューションズ労働組合

ケイミュー(株)

(株)関電パワーテック

ケーエスケー労働組合

関電不動産開発(株)

ＫＲフードサービスユニオン

関電プラント(株)

(株)ケーイーシー

関電プラント労働組合

(株)決断力

[キ] ＫＩＳＣＯ(株)
北大阪急行電鉄(株)

NPO法人 現代経営学研究所
[コ] 小泉産業グループユニオン

共英製鋼㈱

(株)合通

(株)京進

(学)甲南学園

(株)京都セミコンダクター

(学)甲南女子学園
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鴻池運輸(株)

(株)滋慶

鴻池運輸労働組合連合会

(株)シズカ

神戸商工会議所

シスメックス(株)

神戸情報大学院大学

自治労大阪府本部

(株)神戸製鋼所

(株)シティ・コム

神戸製鋼所労働組合

シプロ化成(株)

(株)神戸ポートピアホテル

(株)島津製作所

(株)コーナン・メディカル

島津労働組合

コーベヤ労働組合

シャープ(株)

(公社)国際経済労働研究所

シャープ労働組合

コクヨ(株)

社会保険労務士 小野佳彦事務所

コクヨ労働組合

ＪＡＭ大阪

越谷経営研究所

(学)常翔学園

コニカミノルタ(株)関西支社

上新電機労働組合

小林製薬(株)

情報工房(株)

コベルコシステム(株)

情報労連大阪地区協議会

コベルコソフトサービス(株)

(株)昭和丸筒

コマツユニオン大阪支部

新関西国際空港エンジニアリング(株)

[サ] (株)サカイ引越センター

(株)新学社

サカタインクス(株)

新経営サービス清水税理士法人

サカタウエアハウス(株)

新興化学工業(株)

嵯峨野観光鉄道(株)

新生フィナンシャル(株)

ザクティ労働組合

人事マネジメントＲ＆Ｄ

(株)サクラクレパス

新日鐵住金(株)

(株)さくらケーシーエス

新日鐵住金(株)和歌山製鉄所堺地区

さくら萌和有限責任監査法人 大阪事務所

新日鐵住金(株)広畑製鐵所

サノヤスホールディングス(株)

新日鐵住金尼崎労働組合

ザ・パック(株)

新日鐵住金大阪労働組合

㈲サミット・ラボ

新日鐵住金広畑労働組合

サラヤ(株)

新日鐵住金和歌山労働組合

参天製薬(株)

新明和工業労働組合

サントリーホールディングス(株)

(株)伸和エージェンシー

サントリーシステムテクノロジー(株)

Joyful喜一ホールディングス㈱

サントリーMONOZUKURIエキスパート(株)

[ス] (株)スギモト

サントリーロジスティクス(株)

(株)スーパー・コート

三洋化成工業労働組合

(株)スーパーホテル

三陽工業(株)

(株)SCREENホールディングス

山陽自動車運送(株)

住友化学(株)

[シ] (株)ＧＳユアサ

住友化学労働組合

Ｇ-Ｕｐ Ｃｏａｃｈｉｎｇ

住友ゴム工業(株)

(株)ジェイアール西日本デイリーサービスネット

住友ゴム労働組合

(株)ＪＲ西日本メンテック

住友商事(株)

(株)ＪＴＢ大阪第一事業部

住友精密工業(株)

塩野義製薬(株)

(株)住友倉庫

塩野義製薬労働組合

住友電気工業(株)

塩野香料(株)

住江織物(株)

（一社）滋賀経済産業協会
滋賀ダイハツ販売(株)

(株)スミロン
[セ] 生産性実践研究所

滋賀ダイハツ労働組合

星和電機労働組合

敷島印刷(株)

積水化学工業(株)
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積水化学労働組合

武田薬品労働組合

積水化成品工業(株)

(株)竹中工務店

積水樹脂(株)

(株)竹中土木大阪本店

積水ハウス(株)

ダスキン労働組合

セッツカートン(株)

(株)立花エレテック

摂津倉庫(株)

辰巳運輸(株)

センコー(株)

(株)辰巳商會

千寿製薬(株)

(株)田邊空気機械製作所

全神栄労働組合

田辺三菱製薬(株)

全日本空輸(株)大阪支店

田辺三菱製薬労働組合

全労済大阪推進本部

[チ] 中央コンピューター(株)

全労済関西統括本部

[ツ] ツジカワ(株)

[ソ] 象印マホービン労働組合

辻本法律特許事務所

[タ] 大旺鋼球製造(株)

(株)ツバキサポートセンター

大学マネジメント研究会

(株)椿本チエイン

ダイキン工業(株)

椿本チエイン労働組合

ダイキン工業労働組合

[テ] ＴＭＴマシナリー労働組合

ダイキン福祉サービス(株)

DMG森精機(株)

大建工業(株)

(株)ディー・エム・ピー

ダイジェット工業労働組合

テイカ(株)

大正紡績(株)

(株)帝国ホテル

大末建設労働組合

帝人(株)東京本社

ダイセル労働組合

帝人労働組合

ダイダン(株)

(株)デサント

大同生命保険(株)

オール・デサント労働組合

大日本住友製薬(株)

電機連合大阪地方協議会

大日本住友製薬労働組合

電機連合京都地方協議会

ダイハツ工業(株)

電機連合滋賀地方協議会

ダイハツディーゼル(株)

電機連合兵庫地方協議会

全ダイハツ労働組合連合会

(株)電通 関西支社

ダイハツ労働組合

(株)デンロ コーポレーション

弁護士法人 第一法律事務所

[ト] 東京海上日動火災保険(株)

(株)ダイフク

(株)東芝 関西支社

ダイフク労働組合

東拓工業(株)

(株)ダイヘン

東洋アルミニウム(株)

(株)大丸松坂屋百貨店

東洋アルミニウム労働組合

大丸松坂屋百貨店労働組合

東洋クロス労働組合

(有)ダイヤ印刷

東洋ゴム工業(株)

大和ハウス工業(株)

東洋製罐(株)茨木工場

(株)太洋工作所

東洋製罐(株)大阪工場

太陽工業(株)

東洋テック(株)

(株)髙島屋

東洋紡(株)

髙松建設(株)

東洋紡績労働組合

タカラベルモント(株)

東レ(株)大阪本社

TaKaRa労働組合

全東レ労働組合連合会

多木化学(株)

東和薬品(株)

タキロンシーアイ(株)

トーホー工業(株)

タキロンシーアイ労働組合

トーラク(株)

(株)タクマ

トーラク労働組合

武田薬品工業(株)

東武トップツアーズ(株)関西支社
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TOYOクオリティ・アップ・サポーター

日本製薬労働組合

トヨタカローラ福井(株)

日本通運(株)大阪支店

ＴＯＮＥ(株)

(株)日本ネットワークサポート

[ナ] 中尾フィルター工業(株)

日本ハム(株)

長瀬産業(株)

日本ピラー工業(株)

中西金属工業(株)

(学)日本分析化学専門学校

ＮＫＣ労働組合連合会

日本山村硝子(株)

(株)中の坊

日本郵便(株) 近畿支社

(株)中山製鋼所

日本郵政グループ労働組合 近畿地方本部

奈良交通(株)

(株)日本旅行西日本営業本部

南海辰村建設(株)
南海電気鉄道(株)

(公社)日本ロジスティクスシステム協会
[ノ] (株)ノーリツ

[ニ] 西日本ジェイアールバス(株)

ノーリツ労働組合

西日本電気システム(株)

ノアインドアステージ(株)

ＮＥＳＣＯ労働組合

野村證券(株)大阪支店

西日本電信電話(株)

[ハ] ハウスウエルネスフーズ(株)

ＮＴＴ労働組合西日本本部

ハウスウエルネスフーズユニオン

ＮＴＴ労働組合西日本本社総支部

ハウス食品グループ本社(株)

ＮＴＴ労働組合関西総支部

ハウス食品労働組合

西日本高速道路(株)

白鶴酒造(株)

西日本旅客鉄道(株)

長谷工グループ労働組合大阪支部

西日本旅客鉄道労働組合

(株)パトライト

西日本旅客鉄道労働組合本社総支部

パナソニック(株)

西日本旅客鉄道労働組合大阪地方本部

パナソニック(株)ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ社

西日本旅客鉄道労働組合京都地方本部

パナソニック(株)ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ&ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｼｽﾃﾑｽﾞ社

西日本旅客鉄道労働組合神戸地方本部

パナソニック(株)ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社

(株)ニチゾウテック

パナソニックグループ労働組合連合会

日工労働組合

パナソニックアプライアンス労働組合

日産労連

パナソニックエコソリューションズ労働組合

日触物流(株)

パナソニックエナジー労働組合

日新イオン機器(株)

パナソニックコネクティッドソリューションズﾞ労働組合

JAM日進製作所労働組合

パナソニックライティングシステムズ労働組合

日新電機(株)

パナソニックコーポレートユニオン

ニッタ(株)

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾃﾞﾊﾞｲｽ労働組合

ニッタ職員組合

パナソニック ホームズ(株)

(一社)日中経済貿易センター

パナソニック ホームズ労働組合

日東電工(株)全社製造技術部門製造統括部

ハーマン労働組合

ニプログループ労働組合連合会

林税理士事務所

日本貨物鉄道(株)関西支社

ハリマ化成グループ(株)

ニッケ

(株)ＰＡＬ

日本航空(株)

PALTAC労働組合

ＮＩＳＳＨＡ(株)

(株)阪急交通社

公益社団法人 日本証券アナリスト協会

阪急阪神交通社ｸﾞﾙｰﾌﾟ労働組合連合会

(株)日本触媒

阪急電鉄(株)

日本新薬(株)

阪急バス(株)

日本新薬労働組合

(株)阪急阪神百貨店

日本精化(株)

阪急阪神百貨店労働組合

日本精線(株)

(株)阪急阪神ホテルズ

日本生命保険(相)

阪急阪神ビルマネジメント(株)

日本生命労働組合

阪急阪神ビルマネジメント労働組合
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阪急阪神不動産(株)

ミズノ(株)

阪神高速パトロール(株)

ミズノユニオン

阪神電気鉄道(株)

三井住友カード(株)

(株)阪神ホテルシステムズ

(株)三井住友銀行

バンドー化学(株)

三井住友信託銀行(株)

バンドー化学労働組合

三菱重工業(株)関西支社

[ヒ] ピアスグループ労働組合

三菱重工業(株)神戸造船所

(有)P.S.コンサルティング

三菱重工ｸﾞﾙｰﾌﾟ労働組合連合会神船地区本部

ひかりのくに(株)
(株)ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ

三菱商事(株)関西支社
松本直樹

三菱電機(株)

(株)日立製作所関西支社

(株)三菱UFJ銀行

日立造船(株)

(株)みなと銀行

日立造船労働組合

(株)ミライト・テクノロジーズ

ヒロセホールディングス(株)

ﾐﾗｲﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ労働組合 ﾐﾗｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ企業本部

(株)ＢＣＬ

[ム] (学)武庫川学院

(株)B.B.P.ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ

村田機械(株)

[フ] ファッション産業関連労働組合連合会

村田機械労働組合

富士シート労働組合

(株)村田製作所

不二製油(株)

村田製作所労働組合

不二製油労働組合

[メ] 明星工業(株)

富士ｾﾞﾛｯｸｽ(株)関西東海支社

(株)メイワパックス

富士ゼロックス大阪(株)

メディセオ労働組合

富士ゼロックス京都(株)

(株)メディン

富士ゼロックス兵庫(株)

[モ] (学)桃山学院

富士通(株)西日本営業本部

(学)森ノ宮医療学園

プライミクス(株)

(株)モリタ製作所

古野電気(株)

モリタ労働組合

古野電気労働組合

(株)森長工務店

(株)ブロードリンク

森脇鍍金工業(株)

ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ(株)

[ヤ] (公財)八尾市文化振興事業団

[ヘ] 兵神装備(株)

大和紙器(株)

平和管財(株)大阪支店

山村倉庫(株)

(株)ベイ・コミュニケーションズ

山本光学(株)

弁護士法人 天満法律事務所

(株)山本水圧工業所

[ホ] ホシデン(株)
ホシデン労働組合

ヤンマー(株)
[ユ] ＵＡゼンセン 大阪府支部

北港運輸(株)

ユー･エス･ジェイクルーアライアンス

(株)堀内機械

ユニチカ労働組合

ﾎﾞﾙｸﾞﾜｰﾅｰ･ﾓｰﾙｽｼｽﾃﾑｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)

ユニ・チャーム(株)近畿支店

[マ] (株)毎日放送
前田建設工業(株)関西支店

[ラ] (株)ライフマネジメント研究所
[リ] リコージャパン(株)関西事業本部

松尾産業(株)

(株)りそな銀行

丸石製薬(株)

(学)立命館

丸尾カルシウム(株)

(学)龍谷大学

(株)丸島アクアシステム

[レ] レッキス工業(株)

丸大食品(株)

(株)レールテック

マルホ(株)

連合大阪

(株)マンダム

連合京都

Man to Man（株）

連合滋賀

[ミ] ミサワホーム近畿(株)

連合奈良
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連合兵庫
連合福井
連合和歌山
レンゴー(株)
レンゴー労働組合
レンゴーロジスティクス(株)
[ロ] (株)ロイヤルホテル
労使関係研究協会
ロート製薬(株)
ロート製薬労働組合
(株)ロック・フィールド
[ワ] (株)ワールド
ワールドユニオン
Ｙ'ｓ経営研究所
(株)Y'sオーダー
ワイズコンサルティング
(株)ワコール
ワコール労働組合
ワタベウェディング(株)
以上（６２０会員）
2018年10月31日現在
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