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大阪経済法科大学 2014年度 学内業界セミナー 出展企業一覧 

【2015年 2月 10日（火）】 

企業名 事業内容 所在地 

大阪石材工業（株） 石工・タイル・ブロック工事業 大阪府 

（株）バイカル パン・菓子製造業 京都府 

カネ美食品（株） その他の食料品製造業 愛知県 

（株）ＫＲフードサービス その他の食料品製造業 大阪府 

（株）サンエー・インターナショナル 外衣・シャツ製造業（和式を除く） 東京都 

静光産業（株） 油脂加工・洗剤・界面・塗料製造業     大阪府 

マルイチエクソム（株） その他のプラスチック製品製造業 大阪府 

大和冷機工業（株） 民生用電気機械器具製造業         大阪府 

（株）エクス ソフトウェア業 大阪府 

（株）エクストリンク ソフトウェア業 大阪府 

エムケイ（株） 一般乗用旅客自動車運送業 京都府 

（株）関西丸和ロジスティクス 一般貨物自動車運送業 京都府 

丸二倉庫（株） 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 大阪府 

（株）ハヤシゴ 身の回り品卸売業             大阪府 

（株）ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ・ﾋﾞｽﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 身の回り品卸売業             愛知県 

尾家産業（株） 食料・飲料卸売業 大阪府 

（株）西原商会 食料・飲料卸売業 鹿児島県 

（株）紅中 建築材料卸売業 大阪府 

（株）平田タイル 建築材料卸売業 大阪府 

伊丹産業（株） 石油・鉱物卸売業 兵庫県 

共永興業（株） 鉄鋼製品卸売業              大阪府 

タニコー（株） 産業機械器具卸売業 東京都 

（株）サカエ 産業機械器具卸売業 大阪府 

（株）スズキ自販近畿 自動車卸売業 大阪府 

（株）スズキ自販関西 自動車卸売業 大阪府 

（株）スズキ自販和歌山 自動車卸売業 和歌山県 

ブリヂストンタイヤ北大阪販売（株） 自動車卸売業 大阪府 

旭コムテク（株） 電気機械器具卸売業            大阪府 

（株）シーエスシーサービス 他に分類されない卸売業 大阪府 

（株）山陽マルナカ （イオングループ） 百貨店、総合スーパー 岡山県 

（株）ナフコ 他の各種商品小売業（５０人未満） 福岡県 

（株）タカキュー 男子服小売業 東京都 



2 

 

 

企業名 事業内容 所在地 

はるやま商事（株） 男子服小売業 岡山県 

（株）三城 写真機・時計・眼鏡小売業         東京都 

（株）万代 各種食料品小売業 大阪府 

（株）スズキ自販滋賀 自動車小売業 滋賀県 

大阪トヨペット（株） 自動車小売業 大阪府 

大阪トヨタ自動車（株） 自動車小売業 大阪府 

ネッツトヨタ奈良（株） 自動車小売業 奈良県 

奈良トヨペット（株） 自動車小売業 奈良県 

奈良日産自動車（株） 自動車小売業 奈良県 

（株）スズキ自販京都 自動車小売業 京都府 

（株）ホンダ泉州販売 自動車小売業 大阪府 

近畿地区日産販売会社グループ 自動車小売業 大阪府 

（株）あさひ 自転車小売業 大阪府 

ホワイト・ベアー（株） 衣服卸売業 大阪府 

（株）カナオカ機材 機械器具小売業              大阪府 

（株）メモリアルアートの大野屋 他に分類されない小売業 東京都 

（株）大正銀行 銀行（中央銀行を除く） 大阪府 

（株）近畿しんきんカード クレジットカード業、割賦金融業 大阪府 

丸三証券（株） 金融商品取引業 東京都 

住友生命保険（相） 生命保険業 大阪府 

（株）大倉 建物売買業、土地売買業 大阪府 

日本住宅流通（株） 不動産代理業・仲介業 大阪府 

積和不動産関西（株） 貸家業、貸間業 大阪府 

（株）レンタルのニッケン 産業用機械器具賃貸業 東京都 

（株）キナン 産業用機械器具賃貸業 和歌山県 

（株）ダイキエンジニアリング 機械設計業                広島県 

（株）ファイブスター 食堂、レストラン 滋賀県 

（株）大台フードプロジェクト 食堂、レストラン 大阪府 

（株）アレフ 専門料理店 北海道 

（株）くらコーポレーション すし店 大阪府 

（株）あきんどスシロー すし店 大阪府 

大和観光開発（株） 遊戯場 京都府 

（株）成学社 学習塾 大阪府 
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企業名 事業内容 所在地 

（株）ファルコバイオシステムズ 医療に附帯するサービス業 京都府 

（株）スーパー・コート 老人福祉・介護事業            大阪府 

アースサポート（株） 障害者福祉事業              東京都 

滋賀県警察本部 地方公務員＜警察官＞ 滋賀県 

住友不動産販売（株） 不動産代理業・仲介業 東京都 

京都府警察 地方公務員＜警察官＞ 京都府 

ALSOKグループ 警備業 東京都 

（株）ビケンテクノ 建物サービス業 大阪府 

（株）コノエ 他に分類されない卸売業 大阪府 

（株）オークワ 百貨店、総合スーパー 和歌山県 

日本エスリード（株） 建物売買業、土地売買業 大阪府 

（株）キリン堂 医薬品・化粧品小売業 大阪府 

計： 78社 

 

【2015年 2月 12日（木）】 

企業名 事業内容 所在地 

管清工業（株） 土木工事業 東京都 

富士産業（株） 建築工事業 大阪府 

スターゼン（株） 畜産食料品製造業 東京都 

（株）日本スペリア社 非鉄金属第２次製錬・精製業 大阪府 

（株）鷺宮製作所 他のはん用機械・同部分品製造業 東京都 

（株）第一コンピュータリソース ソフトウェア業 愛知県 

（株）ヴィンクス ソフトウェア業 大阪府 

アイスター（株） ソフトウェア業 大阪府 

（株）コルモ ソフトウェア業 大阪府 

日本システム技術（株） ソフトウェア業 大阪府 

（株）エイチ・エル・シー ソフトウェア業 東京都 

アスノシステム（株） ソフトウェア業 東京都 

ナビオコンピュータ（株） 情報処理・提供サービス業 大阪府 

新日本法規出版（株） 出版業 愛知県 

（株）合通 一般貨物自動車運送業 大阪府 
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企業名 事業内容 所在地 

（株）サカイ引越センター 一般貨物自動車運送業 大阪府 

マンカシステムサービス（株） 農畜産物・水産物卸売業 大阪府 

旭食品（株） 食料・飲料卸売業 高知県 

松本鋼機（株） 建築材料卸売業 兵庫県 

本部三慶（株） 化学製品卸売業 大阪府 

産業資材販売（株） 産業機械器具卸売業 京都府 

水戸工業（株） 産業機械器具卸売業 東京都 

（株）ＴＤモバイル 電気機械器具卸売業            東京都 

トヨタＬ＆Ｆ近畿（株） その他の機械器具卸売業 大阪府 

共和産業（株） 紙・紙製品卸売業             大阪府 

（株）平和堂 百貨店、総合スーパー 滋賀県 

（株）ニシナ百貨店 百貨店、総合スーパー 岡山県 

（株）ハートフレンド 百貨店、総合スーパー 京都府 

アークランドサカモト（株） 他の各種商品小売業（５０人未満） 新潟県 

青山商事（株） 男子服小売業 広島県 

東京靴（株） 靴・履物小売業 島根県 

（株）光洋 各種食料品小売業 大阪府 

（株）柿安本店 食肉小売業                三重県 

（株）リカーマウンテン 酒小売業                 京都府 

（株）レッドバロン 自動車小売業 愛知県 

トヨタカローラ滋賀（株） 自動車小売業 滋賀県 

大阪マツダ販売（株） 自動車小売業 大阪府 

トモエメディア（株） 機械器具小売業              大阪府 

LIXILビバ（株） じゅう器小売業 埼玉県 

（株）コスモス薬品 医薬品・化粧品小売業 福岡県 

マキチエ（株） 写真機・時計・眼鏡小売業         東京都 

（株）ジュンテンドー 他に分類されない小売業 島根県 

但馬信用金庫 中小企業等金融業 兵庫県 

東洋証券（株） 金融商品取引業 東京都 

（株）エヌ・ケイ・クリエイト 保険媒介代理業 大阪府 

（株）福屋ホールディングス 建物売買業、土地売買業 大阪府 

（株）東栄住宅 建物売買業、土地売買業 東京都 

（株）ジェイ・エス・ビー 不動産代理業・仲介業 京都府 
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企業名 事業内容 所在地 

日本ハウズイング（株） 不動産管理業 東京都 

サコス（株） 各種物品賃貸業 東京都 

小山（株） その他の物品賃貸業 奈良県 

（株）音通 経営コンサルタント、純粋持株会社 大阪府 

（株）G－７ホールディングス 経営コンサルタント、純粋持株会社 兵庫県 

（株）ネクシィーズ 広告業 東京都 

（株）きちり 食堂、レストラン 大阪府 

（株）かわべフードサービス 食堂、レストラン 大阪府 

（株）理想実業 専門料理店 奈良県 

（株）ワン・ダイニング 専門料理店 大阪府 

イコン（株） 酒場、ビヤホール 京都府 

（株）ＨＡＳＳＩＮ 酒場、ビヤホール 大阪府 

（株）アワーズ 公園、遊園地 大阪府 

（株）アサヒディード 遊戯場 大阪府 

（株）延田エンタープライズ 遊戯場 大阪府 

シーティーシー・テクノロジー（株） 機械修理業 東京都 

（株）セノン 警備業 東京都 

（株）グッドライフＯＳ 他に分類されない事業サービス業 大阪府 

八尾市役所 地方公務員＜市町村＞ 大阪府 

兵庫県警察本部 地方公務員＜警察官＞ 兵庫県 

大阪府警察 地方公務員＜警察官＞ 大阪府 

（株）フォーバル 電気機械器具卸売業            東京都 

（株）エディオン 電気機械器具卸売業            東京都 

岡三証券（株） 金融商品取引業 東京都 

トヨタカローラ大阪（株） 自動車小売業 大阪府 

ネッツトヨタ中央大阪（株） 自動車小売業 大阪府 

上原成商事（株） 石油・鉱物卸売業 京都府 

トヨタカローラ新大阪（株） 自動車小売業 大阪府 

ネッツトヨタ新大阪（株） 自動車小売業 大阪府 

防衛省自衛隊 国家公務員 大阪府 

テラル（株） 産業用機械製造業 広島県 

（株）ヤマイチテクノ 産業機械器具卸売業 大阪府 

計： 80社 
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【2015年 2月 13日（金）】 

企業名 事業内容 所在地 

東日本ハウス（株） 木造建築工事業 東京都 

（株）ダイサン とび・土工・コンクリート工事業 大阪府 

三和ペイント（株） 塗装工事業 大阪府 

菊水化学工業（株） その他の化学工業 愛知県 

宮脇鋼管（株） 鉄素形材製造業 大阪府 

（株）ＯＳＧコーポレーション サービス用・娯楽用機械器具製造業 大阪府 

（株）引越社関西 一般貨物自動車運送業 大阪府 

（株）エスワイプロモーション 集配利用運送業 東京都 

日本通運（株） 集配利用運送業 東京都 

吉川運輸（株）＆吉川グループ その他の運輸に附帯するサービス業 大阪府 

西川リビング（株） 身の回り品卸売業             大阪府 

（株）ウエシマコーヒーフーズ 食料・飲料卸売業 兵庫県 

（株）デザインアーク 産業機械器具卸売業 大阪府 

（株）カンツール 産業機械器具卸売業 東京都 

（株）スギモト 電気機械器具卸売業            兵庫県 

光昭（株） 電気機械器具卸売業            大阪府 

西野産業（株） その他の機械器具卸売業 大阪府 

（株）テラオカ その他の機械器具卸売業 東京都 

（株）ツカサ 他に分類されない卸売業 京都府 

サンコーインダストリー（株） 他に分類されない卸売業 大阪府 

ダイキ（株） 他の各種商品小売業（５０人未満） 愛媛県 

（株）鈴乃屋 呉服・服地・寝具小売業 東京都 

マックスバリュ西日本（株） 各種食料品小売業 広島県 

アンデルセングループ 菓子・パン小売業             広島県 

トヨタカローラ南海（株） 自動車小売業 大阪府 

大阪ダイハツ販売（株） 自動車小売業 大阪府 

（株）奈良マツダ 自動車小売業 奈良県 

（株）関西マツダ 自動車小売業 大阪府 

吉田自動車販売（株） 自動車小売業 三重県 

（株）シュテルン天王寺 自動車小売業 大阪府 

（株）ロードカー 自動車小売業 大阪府 

リコージャパン（株） 産業機械器具卸売業 東京都 

（株）フジデン 機械器具小売業              兵庫県 
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企業名 事業内容 所在地 

ブラニュー（株） 情報処理・提供サービス業 東京都 

シグマ薬品（株） 医薬品・化粧品小売業 大阪府 

（株）サンドラッグ 医薬品・化粧品小売業 東京都 

（株）スポーツ館ミツハシ スポーツ・がん具・娯楽・楽器小売 京都府 

大同信用組合 中小企業等金融業 大阪府 

エース証券（株） 金融商品取引業 大阪府 

（株）ビーバーハウス 建物売買業、土地売買業 大阪府 

豊和開発（株） 建物売買業、土地売買業 大阪府 

（株）レオパレス２１ 貸家業、貸間業 東京都 

（株）アクティオ 産業用機械器具賃貸業 東京都 

広友ホールディングス（株） 産業用機械器具賃貸業 東京都 

（株）リョーキ 産業用機械器具賃貸業 広島県 

太陽建機レンタル（株） 産業用機械器具賃貸業 静岡県 

（株）三共 産業用機械器具賃貸業 大阪府 

大阪レンタル（株） 産業用機械器具賃貸業 大阪府 

小川電機（株） 経営コンサルタント、純粋持株会社 大阪府 

ＪＫホールディングス（株） 経営コンサルタント、純粋持株会社 東京都 

ＵＴホールディングス（株） 経営コンサルタント、純粋持株会社 東京都 

（株）ファニーワーク 経営コンサルタント、純粋持株会社 埼玉県 

（株）スーパーホテル 旅館、ホテル 大阪府 

（株）トリドール 食堂、レストラン 兵庫県 

サントリービバレッジサービス（株） 食料・飲料卸売業 東京都 

サトレストランシステムズ（株） 専門料理店 大阪府 

（株）王将フードサービス 専門料理店 京都府 

（株）ブロンコビリー 専門料理店 愛知県 

（株）グルメ杵屋 そば・うどん店 大阪府 

（株）はま寿司 すし店 東京都 

（株）モンテローザ 酒場、ビヤホール 東京都 

チムニー（株） 酒場、ビヤホール 東京都 

平川商事（株） 遊戯場 大阪府 

アンダーツリー（株） 遊戯場 大阪府 

アスコグループ 遊戯場 兵庫県 

平和商事（株） 遊戯場 京都府 
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企業名 事業内容 所在地 

（株）HOG 遊戯場 大阪府 

（株）テンポスバスターズ 他に分類されない小売業 東京都 

（社福）池田さつき会 老人福祉・介護事業            大阪府 

（社福）ヒューマンライツ福祉協会 障害者福祉事業              大阪府 

トウメイ（株） 自動車整備業 大阪府 

（株）シー・アイ・シー 建物サービス業 東京都 

日東カストディアル・サービス（株） 建物サービス業 東京都 

エブリ（株） 他に分類されない事業サービス業 大阪府 

（株）コメリ 他に分類されない小売業 新潟県 

アートコーポレーション（株） 一般貨物自動車運送業 大阪府 

セントラル警備保障（株） 警備業 東京都 

三重県警察本部 地方公務員＜警察官＞ 三重県 

計： 78社 

3日間総計： 235社 


