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生野地域

生野地域生野地域

生野地域

㈲向平調剤薬局 和田山ホテル

㈱赤曽部建設

七笑

㈲豊田印刷

㈲足立自動車 　足立守広

コーリン㈱　但馬工場

佐藤時計眼鏡店

阿野呉服店　阿野保司 (福)きらくえん (医)浜野医院

㈲生野観光 　　　　　(特養)いくの喜楽苑 安達歯科医院

生野タクシー㈲ ろく.ろぐ (医)谷村医院

稲垣医院　稲垣隆介 さくらうさぎ　藤本　万由美 大森クリニック

上田歯科医院　上田真之 ほり花店 総合インテリア・アダチ

小椋酒店　小椋良一

芒種

㈲平石電気

佐竹石材店　佐竹保

ウヴラルーチェ・HairSpace

足立医院

斉藤ポンプ店　斉藤知行 和田山ホンダモーター　垣尾和志

㈱澤田モータース 和田山地域

和田山地域和田山地域

和田山地域 芦沢歯科医院

㈱タクミナ 但馬重機㈱ 上垣医院

㈱但馬銀行　生野支店 ㈱コスモ 朝来市商工会

但陽信用金庫　生野支店 和田山精機㈱ ひまわり保育園

中村新聞店　中村八郎 ㈲中島建設 田中歯科医院

ヘアーサロンササクラ　笹倉毅 ㈲飯森冷機 兵庫溶材㈱

マルフク新聞舗　後藤さち （一社）日本健康倶楽部 ㈱アートオート

生野㈱ 　　　　　　　　　　　和田山診療所 コカ・コーラウエスト㈱

生野工業団地連絡協議会 服部歯科クリニック 　　　　　　ベンディング北近畿支店

　　ヒラキ㈱ 生野事業所 サラダ館　和田山店 ㈱ミサワ

　　東京精溜工業㈱ 生野工場 ミニストップ　和田山寺谷店 ㈱中川組

　　㈱タクミナ ㈲豊田発条製作所 竹田家具㈱

　　三和化工㈱ 生野工場 志摩機械㈱　北兵庫営業所 （福）恵心福祉会

　　ジャパンパウダー塗料製造㈱ ㈱ふじ 　　　　　　　　枚田みのり保育園

　　サンワ産業㈱ 生野工場 ㈱保健科学研究所　和田山営業所 伸和青果食品㈱

生野高原開発㈱ 松田公認会計士事務所
北兵庫生コンクリート㈱　和田山工場

上田クリーニング店　上田幸広 平和車輌整備工場 ㈲アサゴ

㈲ソーイングイノウエ

㈱関西互助サービス

アンダーツリー㈱　キコーナ和田山店

㈱ニック ㈱阿野建設 ㈱エーコープ近畿　和田山店

八鹿電機㈱ レストハウス栄 高岡耳鼻咽喉科クリニック

㈱イイヅカ オオカイ自動車整備工場 イオンリテール㈱　イオン和田山店

生野建設㈱ コーヒーショップ　マキ ㈲ウィング

生野町森林組合 ㈱オートワールド信栄 クリニックよしだ

大西自動車工業　大西年男 ㈱山陰オアシス かみや歯科医院

㈱Ｓｉｎコンストラクション 中山商事㈱　兵庫支店 ㈱水管理企画

㈲Ｃｌａｐアマノヤ　藤原幸男 ㈱カイシン建設 奥建材㈱

グローバル建設㈱ ホソミ発條㈱ ㈱ラックラーンズ

佐藤医院　佐藤恭 甲良モータース ㈱但馬緑化土木

㈲ナカイ生野石油 谷口建具製作所 ㈱田中工務店

永田燃料店　永田修平 （医）俊葉会　馬庭内科医院 フジッコ㈱　和田山工場

ビューティサロンセブン　藤原恵子 ビューティーサロン　フレンズ ㈱ニシオ

㈱ヒューマン建設 ㈲アウラー ㈱和田山電子

㈲安達ミシン電器 ㈱平松梱包 上道自動車

㈱木島水道建設 田仲和田山クリニック 和田山ポーセレン

生野町温泉開発㈱ キョウワ㈱　和田山木材市場 トキハ産業㈱　和田山工場

マテリアルエコリファイン㈱ ㈲河島モール ㈱今石産業

                         生野工場 ㈱西本仏壇店　和田山本店 中山薬局

オクトー電器㈱ ㈱笠谷スプリング工場 ㈲トラヤ観光バス

黒川養魚場　上田浩 本格手打ちうどん一心 ㈱クラボウインターナショナル

㈱シルバー生野 ㈱ほくぶ

　　　　　　　　　　　　竹田事業所

日野金属産業㈱　兵庫事業所

田辺電気㈱ ㈱エイトMAN

㈱早木電機 福井建設㈱　和田山支店 真生園

三菱マテリアル㈱ 生野事業所 北兵庫土地㈱ （特養）平生園

三菱マテリアルテクノ㈱　生野事業所
きものマツダ 藤原印刷所

三菱マテリアル㈱明石製作所 ㈲松下看板 ㈱アース建設

　　　　　　　　　　生野加工センター

㈲藤原時計舗 ㈱石原モータース

らん美容室　尾形蘭子 ㈱但馬銀行　和田山支店 しんせい堂

㈱ウエフサ 南但酒類販売㈱ 小山医院
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ハローランチ但馬店 ㈲山本水道 朝来金融協議会

冨士発條㈱ ㈱ワールドコンストラクション    但陽信用金庫　朝来支店

サンポリマー㈱ 福井建設㈱ 山東事業所    ㈱但馬銀行　新井支店

㈱多田スミス よふど温泉運営管理組合    兵庫県信用組合　朝来支店

デイサービスセンターなごみの郷

吉本自動車 丸新精肉店　前川徹夫

ヴェロマーレ不動産㈱ カルチャースクールキュリア

㈲太田垣銃砲火薬店

まことハウス

河本歯科医院

ぴあっと健康サポート

朝来地域

朝来地域朝来地域

朝来地域 杉野歯科医院

但陽信用金庫　和田山支店

中島鈑金塗装工場 （特養）あさがおホール

らーめん格別ヤ　和田山店

高峯寺 南但モータース㈲

㈱ひまわり 早川商事㈱ ㈲朝来農産物加工所

㈲トヨヒメ自動車工業 ㈱嵯峨山通商

山東地域

山東地域山東地域

山東地域 ㈲和田金物店 ㈲柴工務店

兵庫県レンダリング㈱ 日輪寺 内田石材店

㈱梶原シェル ㈱坪内電気 洞光寺

但南建設㈱

精工産業㈱　兵庫工場

フォレストアドベンチャー朝来

㈲藤井刃物 ㈱兵庫バークセンター 深高寺

㈲ヒラタ ㈲三浦鉄工所 青蓮寺

㈱オカダヤ ㈱榧谷建設 伊藤新聞舗

㈱久華園 伊藤商店 ㈲栄大建築

丸三鉱油㈱ ㈱北村建設 ㈲大成電気

藤本石油㈱ （資）高本商店 荒川登記事務所

㈱シンドウ工業 （医）俊仁会　大植病院 宮下産業

ヤナセ調剤薬局 あさご長寿苑 ㈲朝来整備

田治米（名） 朝来森林組合 ㈱フレッシュあさご

魚三商店 ドライブイン　たたらぎ ㈱米田建設

此の友酒造㈱ ㈱栄建設 ㈲中川建築

富田農機㈱ 伊藤瓦店

イマムラ造園・土木

そよかぜ診療所 あきた歯科医院 ㈱西村

西山医院 金剛院 ㈱ニシガキ　朝来支店

上田歯科クリニック 第一建築設計事務所

(特非)クローバー　理事長　尾﨑海斗

セオ薬局 ㈱山中建設 一宮コンサルン㈱

㈱但馬銀行　山東支店 ㈱マルサ製菓

藤井電機㈱ 自性院 市外

市外市外

市外

魚吉　習田晴夫 但馬屋食品㈱　朝来工場 ㈱北星社

かつらぎ　葛原耕三 山芳製菓㈱　関西工場

㈱石坪

㈲こめやストアー ㈱松本組

㈱ファーストシステム

サラダ館　山東店 ㈲兵庫庭園資材

たじま農業協同組合

田中石油店 朝来建材工業㈱

㈱たんぽぽ

文化堂 如来寺

コープこうべ 第７地区活動本部

㈱昭和リーブス （特非）ふるさと

　　　　　　 　    　　　  豊岡事務所

㈱昭和サービス 善隆寺

㈱グリーンウインド ㈲金田商店

㈲奥木材 西念寺

グンゼ㈱　梁瀬工場 金田自動車解体

ことぶき　吉田俊博 朝来米穀㈲

糸井屋　田中秀和 秋山石油店

㈱佳長 川井工事㈱

（特養）緑風の郷 木村医院

西自動車整備工場 ㈲酒市場

㈱ハピネス　朝来物流センター ㈲夜久薬局

㈱山本組 喫茶　来夢

エスケイあさご ㈱冠婚葬祭こころの会　朝来支部

ユウキメタルテック㈱ ㈲井田電機

㈲キムラ鈑金塗装 ㈲ナンセキ

㈱但馬産業 和楽

やくの麺業㈱ 神照院

㈲山東レンタカー 間島医院

上道製菓　上道紀良 日本土地山林㈱


