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ミリオン協同組合 福井県福井市花堂東１丁目３番２０号

協同組合福井県ハイウェイサービスセンター 福井県福井市新保町２７－４９

北陸SPC美容協同組合 福井県福井市松本２－２４－１０

日本ロードサービス事業協同組合 福井県福井市栂野町２２号６番

北陸貸おしぼり協同組合 福井県福井市二の宮５丁目１４番１３号

協同組合滋賀県異業種情報利用センター 滋賀県粟津市安養寺六丁目6番６号

パン・エイシア事業協同組合 滋賀県湖南市岩根1656-6

協同組合エム・アイ・エス 滋賀県守山市吉身５－２－６

OKS国際事業協同組合 滋賀県彦根市里根町２００－１

JP協同組合 滋賀県東近江市五個荘竜田町６７３

関西経友会事業協同組合 京都府京都市南区吉祥院九条町３０番地１江後経営ビル

京都小売薬業協同組合 京都府京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町250　ビルHANA5階

情報ネット事業協同組合 京都府京都市中京区錦小路通高倉西入西魚屋町５９７

コスモ協同組合 京都市左京区北白川中山町１－６２４

協同組合京洛商工繁栄会 京都市北区紫野雲林院町46番地 桂ビル3階

ジー・ビー・ネット事業協同組合 京都府京都市下京区西門前町407

せんと協同組合 京都府京都市南区上鳥羽清井町7-1

京都府レンタルおしぼり協同組合 京都府京都市山科区西野大鳥井町75-1

ファイブツーネット事業協同組合 京都府京都市南区上鳥羽南島田町７２番地

ニューヨーク・ニューヨーク協同組合 京都府京都市伏見区銀座町１－３５６－２

全東信飲食事業協同組合 大阪府大阪市中央区島之内１－１４－１４

大阪笙の会理容協同組合 大阪府大阪市北区大淀中２－５－７

日本中小ホテル旅館協同組合 大阪府大阪市浪速区元町１－１－１

近畿クリーニング協同組合 大阪府大阪市西区北堀江１－１－４　長堀新興産ビル

北大阪商工協同組合 大阪府豊中市上野東3-18-15

近畿経営推進協同組合 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-14-17

エス・ピー・シー関西理美容事業協同組合 大阪府大阪市中央区博労町1-9-13

京阪奈アイティー事業連合協同組合 大阪府大阪市中央区島之内１－１４－２９

協同組合オー・エム・シー 大阪府守口市竜田通２－７－１０

アイビーネット事業協同組合 大阪府守口市大日東町12-8-303

協同組合経営情報サービス 大阪府大阪市淀川区宮原３－３－３4　新大阪ＤＯＩビル４階

協同組合ユーヤク 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田１－３－１１

近畿歯科用品商協同組合 大阪府大阪市中央区谷町５－６－９－２０１

オー・エム・ネット事業協同組合 大阪府守口市竜田通２－７－１０

ジョヴィボランタリー事業協同組合 大阪府大阪市中央区南船場4-2-4

西部衛生材料協同組合 大阪府大阪市中央区瓦町１－４－１１

日本カイロプラクティック推進協同組合 大阪府茨木市大手町8-13

西日本カイロプラクティック業協同組合 大阪府大阪市北区長柄東２丁目３番28-1211号

経済交流事業協同組合 大阪府守口市竜田通２－７－１０

協同組合関西企業経営友好会 大阪府豊中市寺内２－４－１

大友企業協同組合 大阪府東大阪市今米1-14-46

中医研整体師協同組合 大阪府大阪市淀川区西中島４－３－４

協同組合三和 大阪府大阪市中央区安土町１－７－２０

日本チャイルドケア協同組合 大阪府大阪市西区京町堀１－１３－１７－６０７

協同組合モスサービスセンター 大阪府大阪市中央区大手通２－３－９－１０１

日中アジアビジネス支援事業協同組合 大阪府泉佐野市りんくう往来北１

協同組合ＢＭサポートセンター 大阪府大阪市北区梅田1-2-2-1000

エコ介護支援協同組合 大阪府豊中市末広町１－２－１６

オー・ティー・アイ事業協同組合 大阪府門真市小路町3-20　ライオンズマンション門真211

共進情報事業協同組合 大阪府大阪市浪速区元町2-8-1

レインボーブリッジ事業協同組合 大阪府大阪市北区堂島２丁目３番２号　堂北ビル６０１号

大阪経営振興協同組合 大阪府守口市大日町３丁目１番８号

滋賀県

京都府

大阪府

福井県
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トータルサポート事業協同組合 大阪府吹田市円山町３４番４号

協同組合企業福祉共済会 大阪市北区豊崎４丁目１２番１０号　（株）船井総合研究所　大阪本社ビル

関西国際技術交流協同組合 大阪府大阪市福島区福島１－４－４０

協同組合共栄 大阪市中央区備後町2丁目5番8号　綿業会館5階

千里経営サポート事業協同組合 大阪府摂津市鶴野3-6-11

近畿理美容協同組合 大阪市淀川区宮原一丁目２番４０号

関西同友会事業協同組合 大阪府大阪市中央区農人橋２丁目１番３０号　谷町八木ビル

サイバーネット事業協同組合 大阪府大阪市北区中之島5-3-92-219

関西鍼灸柔整協同組合 大阪府大阪市住吉区苅田６丁目１８番１３号

日本医療経営者共済協同組合 大阪府豊中市寺内2-4-1

協同組合西日本防滑振興会 大阪市西成区玉出西１丁目１７番１２号

大阪経済企業協同組合 大阪府八尾市恩智中町１丁目５２番地

協同組合関西技術協力センター 大阪府豊中市庄内西町1-3-15

協同組合大阪コラボレーションマネージメント 大阪市天王寺区上本町6-3-31-901

Ｊ．Ｖ．コラボレーション協同組合 大阪府大阪市旭区森小路二丁目16-16

ＪＭＡ協同組合 大阪府大阪市中央区本町1-5-6大阪山甚ビル3階

ジャパンテック協同組合 大阪府和泉市テクノステージ1-3-25

協同組合ビジネスナビ 大阪府大阪市淀川区宮原２丁目１４－１４

日本振興事業協同組合 大阪府茨木市島3-12-27

協同組合内外ビジネス研究会 大阪府大阪市西区靱本町1-5-18

淀川中小企業振興協同組合 大阪府大阪市北区芝田２－８－３１

大阪ケアサービス協同組合 大阪府池田市住吉1-4-8

オール電算協同組合 大阪府守口市大日東町３４－２

ＴＲＳ協同組合 大阪市中央区島之内2-15-16-604

日本カイロプラクティック総合医術協同組合 大阪府堺市北区中百舌鳥町4-571

企業共生協同組合 大阪府門真市大橋町13-16

近畿人材支援事業協同組合 大阪府大阪市中央区農人橋2-4-18

企業管理協同組合 大阪府門真市大橋町13-15

協同組合大阪中小企業経営センター 大阪府堺市堺区甲斐町東4-1-10

西日本ビューティー事業協同組合 大阪府池田市栄本町11-12

共同計算事業協同組合 大阪府大阪市中央区島之内1-22-18

日本国際交流事業協同組合 大阪府枚方市楠葉野田1-32-23-202

亜細亜交流事業協同組合 大阪府摂津市千里丘５－３－３

ブリッジ共同組合 大阪府大阪市北区管栄町２－１８

マピック共同組合 大阪府堺市美原区丹上３５４－１

アイネット事業協同組合 大阪府堺市美原区今井１１６-１

手技医療振興共同組合 大阪府大阪市中央区瓦屋町１－１２－１

旭会グローバル協同組合 大阪府守口市大日町２－１８－１

関西運輸事業協同組合 大阪府大阪市西区阿波座１－１３－１１

ＩＭＯ新事業開発協同組合 大阪府大阪市北区中津１－２－２１

関西ダイアパーリース協同組合 兵庫県神戸市中央区磯上通４－１－３２　ロイヤル磯上７０２

協同組合ケイ・ケイネットワーク 兵庫県姫路市神子岡前1-8-20

協同組合オー・ビー・エヌ 兵庫県姫路市神子岡前1-8-20

ティー・アイグループ事業協同組合 兵庫県姫路市神子岡前1-8-20

経営ビジネス協同組合 兵庫県姫路市神子岡前1-8-20

協同組合関西情報センター 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２－６０

協同組合情報企画センター 兵庫県神戸市東灘区岡本7-14-15

神戸高速道路利用協同組合 兵庫県神戸市中央区栄町通３－６－７　大栄ビルディング３０１号

阪神ハイウェー協同組合 兵庫県神戸市中央区八雲町６－２－１０

情報ベンチャー協同組合 兵庫県神戸市垂水区名谷町春日手２２７９－１

エヌ・ケー・サービス事業協同組合 兵庫県姫路市神子岡前1-8-20

アイ・ティーネット事業協同組合 兵庫県姫路市神子岡前1-8-20

兵庫県

大阪府
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協同組合エヌ・エス・ビー 兵庫県姫路市神子岡前1-8-20

国際ビジネスコンサルティング事業協同組合 兵庫県淡路市富島392-2 富島ビル4階

ビジネス・コープ協同組合 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町65

高齢者支援事業者協同組合 神戸市中央区栄町通６－１－１８ライオンズスクエア神戸本町５０２

協同組合阪神中小企業労務協会 兵庫県尼崎市昭和通２丁目６番６８号

コミュニケーションプラン協同組合 神戸市中央区八雲通６－２－８

ＪＣＮ事業協同組合 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町６５

ビジネスブレイン協同組合 兵庫県西宮市西町１２－２５

協同組合大阪共同計算センター 兵庫県尼崎市七松町１丁目2番１－４０１Ｃ号

兵庫県自動車事業協同組合 兵庫県神戸市中央区伊藤町119

グットハーモニー協同組合 兵庫県西宮市馬場町２－２２　馬場町マンション101号

本州・四国ハイウェイ協同組合 兵庫県南あわじ市山添１６８番地１

協同組合アイサポート 兵庫県姫路市神子岡前1-8-20

東亜経済協同組合 兵庫県神戸市灘区山田町3-1-15 六甲アトリエハウス401

ワイズネット事業協同組合 兵庫県西宮市馬場町２－３２　シンヨコビル４０１

協同組合ケー・シー・エス 兵庫県姫路市神子岡前1-8-20

阪神金属協同組合 兵庫県神戸市中央区多聞通５－２－１５

ワールドビジネス協同組合 兵庫県姫路市南新在家２１－２３　インタービレッジ新在家１－Ｃ

代替医療セラピスト協同組合 奈良県奈良市西大寺南町２番６号

ヤマトデータベース協同組合 奈良県奈良市二条大路南２－１－１３　日吉ビル５Ｆ

協同組合わかくさハイウェーセンター 奈良県五條市今井４－３－１６

大和経済振興事業協同組合 奈良市南紀寺町三丁目６２番地１４

経営サービス協同組合 和歌山県海南市名高５０２－３

国際ビジネス情報協同組合 和歌山市黒田９７－６

協同組合近畿整骨師会 和歌山県和歌山市福町４９番地

紀勝物流事業協同組合 和歌山県和歌山市西田井２１１

近畿医療共同組合連合会 和歌山県和歌山市北坂の上丁１８

サンワールドエステ事業協同組合 和歌山県和歌山市吉田５７１ タケモトビル2F

奈良県

和歌山県
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