■保安管理委託 お客様抜粋■
（2016年4月現在）順不同

学校・官公庁

スーパーマーケット

芦屋市 小中学校他
(学)関西学院
泉大津市 保健センター他
宇治市 保健・消防センター他
(学)近畿大学
神戸市 小中学校他
(学)古武学園
堺市 上下水道局配水場他
(学)三幸学園
高石市 ポンプ場他

(株)エーコープ近畿
大阪いずみ市民生協
大阪よどがわ市民生協
尾家産業(株)
(株)カノー 食品館アプロ
(株)コスモコーポレーション
(株)コノミヤ
(株)サーブ
(株)サンディ
(株)シェフカワカミ
(学)東海大学 東海大学附属仰星高等学校 (株)マルシゲ
長岡京市 小中学校他
市民生協ならコープ
西宮市
(株)ショッピングセンター池忠
(株)浜学園
(株)スーパー王子
公益(財)東大阪市文化振興協会
生協おおさかパルコープ
東大阪市 小中学校他
生協コープこうべ
兵庫県住宅供給公社
(株)ラ・カーヴ・コーポレーション
三木市 本庁舎
(株)フタバヤ
(学)啓明学院
(株)はやし スーパーはやし
大東市 小中学校他
ヒグチ産業(株)
寝屋川市 市民体育館他
(株)トーホー
箕面市 水道局
(株)トーホーフードサービス
吹田市 小学校
(株)トーホーストア
富田林市 上下水道部
(株)阪食 阪急オアシス
柏原市 上下水道部
(株)スーパーナショナル
(学)甲南学園
(株)サンプラザ
(株)ﾄｰﾎｰｷｬｯｼｭｱﾝﾄﾞｷｬﾘｰ Ａ－プライス
マックスバリュ西日本(株)
株式会社リカーマウンテン

量販店
(株)ナガタ薬品
(株)音通 フレッツ・Ｆマート
(株)関西ケーズデンキ
(株)キリン堂
コーナン商事(株)
(株)後藤
(株)スリーエム
ココカラファイン ヘルスケア(株)
(株)セリア
ＤＣＭダイキ(株)
(株)大創産業 ダイソー
(株)テイツー 古本市場
(株)西松屋チェーン
(株)キャンドゥ １００円ショップオレンジ
(株)ビックカメラ
(株)ブックレット
(株)ホームセンターアグロ
ロイヤルホームセンター(株)
(株)スポーツ館ミツハシ
ウエルシア薬局(株)
(株)しまむら
(株)ベストバイ 良品買館
(株)AOKI
(株)フェリシモ
(株）コメリ
(株)サークルＫサンクス

メーカー・製造業
アサヒビール(株)
伊藤ハム(株)
大日本住友製薬(株)
ナカバヤシ(株)
キャパトルイシイ(株)

医療・福祉関連
愛寿商事(株) 藤田記念病院
(医)育和会 育和会記念病院
(医)一輝会
(株)ベネッセスタイルケア
(株)メッセージ アミーユ
(一社)神戸市医師会
(福)甲有会
(医)三幸会
(株)アロー建物管理
(医)協和会
(医)友仁会 友仁山埼病院
(医)健和会 奈良東病院
尼崎医療生協
(福)慈恵園福祉会
(株)チャーム・ケア・コーポレーション
(株)やまねメディカル なごやかレジデンス
(株)ニチイ学館

自動車関連
(株)兵庫イエローハット
いすゞ自動車近畿(株)
日産大阪販売(株)
(株)カーポートマルゼン
コマツ建機販売(株)
(株)スズキ自販近畿
(株)ドライバースタンド
（株）トヨタレンタリース大阪
八光自動車工業(株)
(株)ハナテン
兵庫ダイハツ販売(株)
(株)ホンダカーズ大阪
(株)ホンダカーズ兵庫
(株)ホンダドリーム近畿
(株)ヤナセ
トヨタカローラ京都(株)
ネッツトヨタ南海(株)
トヨタカローラ南海(株)

サービス業関連
出光興産(株)
大阪ガス(株)
(株)オオシマ・コーポレーション
(株)ガイア
(株)キョウサン ＯＫ牧場
(株)ゲオ
コスモ石油販売(株)
(株)スタンダード石油大阪発売所
(株)第一物産 オメガパチンコ店
タイガー石油(株)
東愛産業(株) ジャンボカラオケ広場
(株)西日本宇佐美
西日本旅客鉄道(株)
(株)播磨屋
阪神電気鉄道(株)
平川商事(株) ＡＲＲＯＷパチンコ店
(株)USEN
(株)よしもとデベロップメンツ
(株)ラウンドワン
京阪電気鉄道(株)
(株)第一興商 カラオケビッグエコー
大邦興業(株)
(株)オフィスボストン マジックバード
(株)アライ興産 ＳＵＰＥＲ ＣＯＳＭＯ
(株)ENEOSフロンティア
(株)アミューズ

健康・スポーツ
(株)アクトス
飛鳥インドアテニスクラブ
(株)イトマンスイミングスクール
モリタスポーツ・サービス(株)
(株)オージースポーツ コ・ス・パ
(株)尾崎スイミングスクール
(株)コナミスポーツ＆ライフ
三和スポーツテニスクラブ枚方
(株)ジェイエスエス
(株)祥福企画 祥福の湯

飲食店チェーン
(株)あきんどスシロー
(株)ウエシマコーヒーフーズ
(株)王将フードサービス
(株)家族亭
カッパ・クリエイト(株) かっぱ寿司
がんこフードサービス(株)
(株)木曽路
コカ・コーラウエスト(株)
(株)くらコーポレーション
(株)クロスキンキ 志な乃亭
(株)サトレストランシステムズ
(株)太鼓亭
(株)ドトールコーヒー
(株)鳥よし茶屋
(株)アークミール
日本マクドナルド(株)
(株)ビッグボーイジャパン
(株)フレンドリー
ミスタードーナツ
(株)横綱
(株)理想実業 神座
(株)ＵＧ・宇都宮
(株)エムズフードアンドライフ
(株)美々卯
(株)ワン・ダイニング
(株)ライフフーズ
(株)ｾﾌﾞﾝ＆ｱｲ･ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑｽﾞ デニーズ
㈱サイゼリヤ
(株)ファイブスター COCO’S
(株)アレフ びっくりドンキー
(株)フーズネット にぎり長次郎

建設・不動産

オリックス不動産(株)
北建設(株) ノルデンハイムシリーズ
(株)ギャラントビル
サムティ(株)
(株)三栄建設
JR西日本不動産開発(株)
住友林業(株)
セガミ不動産(株)
積水ハウス(株)
大和ハウス工業(株)
柏泉グリーン開発(株) ダンロップゴルフコース (株)阪神住建
マックスポーツ(株)
西松建設(株)
(株)東急リゾートサービス
(株)ハウステック
レニメンタス(株)奈良健康ランド
マイダ住研(株) マイダビル
パシオスポーツクラブ
村本建設(株)
ヤマハ発動機(株)
(株)富士コミュニティー
美津濃(株)
ルーセントテニスクラブ奈良

運輸関連
荒木運輸(株)
近物レックス(株)
鴻池運輸(株)
西濃運輸(株)
ディー・エイチ・エル・ジャパン(株)
トナミ運輸(株)
全日本空輸(株)
日本通運(株)
日本デリカ運輸(株)
福山通運(株)
藤原運輸(株)
トールエクスプレスジャパン(株)
ヤマト運輸(株)
(株)住友倉庫
三紀運輸(株)

金融機関関連
あいおいニッセイ同和損害保険(株)
尼崎信用金庫
神戸信用金庫
三井住友信託銀行(株)
住友生命保険(相)
第一生命保険(株)
(株)大正銀行
富士火災海上保険(株)
みずほ信託銀行(株)
三菱UFJ信託銀行(株)
(株)りそな銀行
近畿大阪銀行(株)
(株)紀陽銀行
大和信用金庫
大阪シティ信用金庫

(株)西明石ゴルフショップ ゴルフギアサージ

(株)オー・エンターテイメント
泉ケ丘観光開発(株) 泉ケ丘カントリークラブ

他
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