
会員名簿 （各事業者単位であいうえお順）

製造修理事業者

（株）アイ.エス.テイ.加美 （株）日本エリアサービス

（同）尼崎メーター工業所 (株)タツノ

（株）アワジ 日本交通（株）

（株）岡崎衡器製作所 （株）阪急阪神エムテック

（株）岡部メーター商会 （株）阪神計器製作所

極東開発工業（株） 阪神タクシー（株）

（株）クボタ計装 姫路エコテック（株）

神戸衡機（株） 兵庫県石油協同組合

光洋機械産業㈱ 広畑日産自動車（株）

神戸相互タクシー（株） 二葉計器(株)

（株）コカジ技研 丸三商工（株）

（株）国際興業大阪 右下精器製造（株）

全但タクシー(株) 右下計器製作所　　

JFEアドバンテック（株） （株）森安自動車工作所

神衡（株） ヤマトハカリ計装（株）

新光電子（株） 大和精器　　

総合自動車（株） 大和製衡（株）

（株）第一計器製作所

東洋計器興業（株）

（株）トミナガ

販売事業者

（株）アセック （株）服部

山陽イシダ（株） （株）松田器械店

（株）但谷 マリヤ医科興業（株）

（株）寺岡精工 八木計測器店

東洋測器製作所

計量証明事業者（一般）

相田運輸（株） （株）東亜金属

浅田化学工業（株） 東亜道路工業（株）

（株）アルファ 内藤金属（株）

（有）アルミック徳原 中尾金属商店

井木産業(株） （有）永川金属工業

泉　興業(株） 中谷建材（株）

イチイ産業（株） 西田工業（株）



碓永自動車（株） （株）西宮環境リサイクルセンター

（有）浦岡商会 日鉄住金スラグ製品(株)

(株）江戸甲南計量所　 （一社）日本海事検定協会

(有)大島商店 （一社）日本貨物検数協会

大道埠頭（株） （一財）日本穀物検定協会

大本紙料(株） （一社）　日本油料検定協会

兼正興業（株） 春山好子

(株）柄谷商店 （有）阪神スケール

苅田建設工業(株） 日の出ホールディングス(株)

関西企業(有） 姫路木材倉庫（株）

共栄(株） 兵庫県東部砂利石材商業協同組合

（有）金田商事 ひょうご埠頭（株）

(株）窪田窪商店 （有）兵庫陸運

(有)桑原商店 （株）平野組

ケーサービス(有) 廣田チップ工業所

宏博産業（株） 藤岡興産（株）

神戸鉄工団地協同組合 不二製油（株）神戸工場

栄商亊（株）（姫路市） 藤本　満

三協建設（株） （有）前田金属

三光運輸(株） 前田道路（株）

(株)ジオレ・ジャパン （株）マツオカ本社

（株）シマブンコーポレーション 松本産業（株）

(株)昇和 丸協産業(株)

昭和瀝青工業（株） 丸全商店　　

新港衛生(株) (有)三木商店　　

新港重運計量（株） 三島金属工業（株）

シンコーケミカル・ターミナル（株） 南　基成

(株)シンケン　阪神支社 名生工業（株）

（株）シンノウ 安川武志

（有）鈴木商店 柳金属産業（株）

住徳建設（株） （株）山一商会

セントラル・タンクターミナル(株) (有)ユニテック

（一社）全日検 吉田実業（株）

大栄環境（株） 吉田商店　

（有）ダイハチ

（株）高山組

辰巳運輸（株）



計量証明事業者（環境）

アクア環境（株） サイエンスマイクロ（株）

アサヒプリテック（株） シオノギファーマ(株)

(株)ＩＨＩ検査計測 （一財）食品環境検査協会

(株)ＨＥＲ （株）神鋼環境ソリューション

（株）エヌテック スミカワ研究所（有）

（株）カネカテクノリサーチ ダイワエンジニアリング（株）

川重テクノロジー(株） (株）田岡化学分析センター

環境システム（株） 中外テクノス（株）

（株）環境ソルテック 日鉄住金テクノロジー(株)尼崎事業所

（株）環境テクノス 日鉄テクノロジー(株)瀬戸内事業所

(有)環研 (株）姫路分析

(一財）海上災害防止センター西日本支所（キソー化学分析センター） (公財）ひょうご環境創造協会

（株）ＭＣエバテック (一社）兵庫県水質保全センター

甲南ケミカル（株） (株）モレスコテクノ

（株）コベルコ科研 菱神テクニカ（株）

（株）コベルコＥ＆Ｍ 菱電化成(株）

適正計量管理事業者等

（株）Ｉ Ｈ Ｉ (株)ダイセル姫路製造所網干工場

ＩＨＩ播磨病院 (株)ダイセル神崎工場

（株）アサヒペン (株)ダイセル広畑工場

アシバネ鋼業（株） (株）大丸松坂屋百貨店

アマテイ（株） ダイワボウポリテック（株）

イオンフードサプライ㈱ 多木化学（株）

イオンリテール（株）西近畿カンパニー 竹野生コンクリート(株)

（株）いかりスーパーマーケット たじま農業協同組合

石井建材（株） 月島食品工業（株）

石崎プレス工業（株） 築野食品工業（株）

（株）イズミ DSLジャパン（株）赤穂工場

伊藤ハム（株） （株）帝人目黒研究所

(株)イトーヨーカ堂 トクセン工業（株）

印刷インキワニス工業会 (株)トクヤマ　

上野製薬（株）伊丹工場 豊橋飼料（株）

(株)ウエノフードテクノ　三田工場 ニシカワ食品（株）



エイチビィアイ（株） 西日本旅客鉄道(株)近畿統括本部網干総合車両所

（株）エース 日亜鋼業（株）

(株)大阪ソーダ 日弘エイブル(株)

(株)大阪チタニウムテクノロジーズ 日油(株）

大豊機工（株） ＮＳファーファ・ジャパン(株)

（公財）加古川総合保健センター 日鉄ステンレス鋼管(株)

(株)加古川ヤマトヤシキ 日清製粉（株）

（株）カネカ 日鉄エポキシ製造（株）

カネス製麺（株） 日鉄住金鋼板（株）

川上塗料（株） 日本製鉄(株)　瀬戸内製鉄所　広畑地区

川崎重工業（株）明石工場 日本製鉄(株)　鋼管事業部　尼崎製造所

川崎重工業（株）神戸工場 （株）ニップン　神戸甲南工場

川崎車両（株） 日本通運（株）

川崎重工業㈱精密機械カンパニー 日本ハムファクトリー（株）

（株）関西スーパーマーケット 日本ハム食品㈱

関西熱化学（株） 日本山村硝子（株）

㈱カンペ赤穂 浜坂小野田レミコン(株）

（株）カンペハピオ (株）阪急阪神百貨店

キッコーマン食品（株） (株）阪急オアシス

（株）協同食品センター 阪神サイロ（株）

（株）銀ビルストアー ビオフェルミン製薬（株）

グンゼ開発(株) フジッコ(株)浜坂工場

黒崎播磨(株)赤穂工場 フジッコ(株)鳴尾工場

黒崎播磨(株)高砂不定形工場 フジッコ(株)和田山工場

小泉製麻（株） 富士フイルム和光純薬(株)

（株）神戸製鋼所　神戸製鉄所 (株)平和堂

（株）神戸製鋼所　高砂製作所 （株）増田製粉所

神戸電鉄（株） マックスバリュ西日本（株）

神戸ペイント（株） 松谷化学工業（株）

(株)光洋 (株）マルアイ

（株）コープフーズ 第一工場 三井化学エムシー(株)

（株）コープライスセンター 三井倉庫（株）

寿鉄工（株） 三菱重工業（株）神戸造船所

サカタインクス（株）大阪工場 三菱重工業(株)高砂工製作所

（株）さとう 三菱倉庫（株）

山陽色素（株） 三菱電機（株）神戸製作所

（株）山陽百貨店 三菱電機（株）姫路製作所

Ｊ Ｆ Ｅスチール（株） 三菱電線工業（株）

(株）Ｊ－オイルミルズ　神戸工場（深江） ミヨシ油脂（株）神戸工場

シバタ工業(株） (株）メイショク

(株）主婦の店赤穂店 森永製菓（株）

昭和産業（株） モロゾフ（株）



神鋼検査サービス(株) ヤンマーパワーテクノロジー（株）

神鋼鋼線工業（株） ユニ･チャーム（株）

神東塗料（株） ライオン（株）

住化カラー(株） (株）ライフコーポレーション

住友大阪セメント（株） 菱星尼崎電線（株）

住友ゴム工業（株） 六甲バター（株）

住友精化（株）

住友電気工業（株）

生活協同組合コープこうべ

千寿製薬（株）

全農パールライス（株）西日本事業本部　兵庫工場

（株）大近

賛助会員

淡路生コン工業（株） 第一運輸作業（株）

北兵庫生コンクリート（株）

団体加入

兵庫県計量士会 全日本皮革計量協会関西支部


