
令和4年度 第1回大阪府公募公債（15年）（グリーンボンド） 

投資表明投資家一覧（五十音順） 

  令和 5年 2月 1日時点 

No. 投資家名 URL 

1 株式会社 ITC http://www.i-tennis.co.jp/ 

2 宗教法人 アガペ教会   

3 株式会社アクト石原 https://www.act-i.co.jp/ 

4 株式会社 アシスト https://www.assipie.jp 

5 社会福祉法人あすなろ会 sakaifukuizumi.com 

6 石田エンジニアリング株式会社 https://www.ieg.jp/ 

7 石橋鉄工株式会社 http://www.ist-osa.com/ 

8 いずみの農業協同組合   

9 株式会社ヴィック http://www.kk-vic.co.jp/ 

10 宇仁繊維株式会社 https://www.komon-koubou.com/ 

11 株式会社エイシン https://ashin.jp/ 

12 株式会社エイチェ   

13 ヱビス自転車株式会社 https://www.ebisubicycle.co.jp/ 

14 MBS メディアホールディングス https://www.mbs-mhd.jp/ 

15 オー・ジー株式会社 https://ogcorp.co.jp/ 

16 大阪協栄信用組合   

17 公益財団法人 大阪産業局 https://www.obda.or.jp/ 

18 大阪シティ信用金庫   

19 大阪市民共済生活協同組合 http://www.osaka-shiminkyosai.or.jp/pdf/toushihyoumei.pdf 

20 一般財団法人大阪スポーツみどり財団 https://www.osgf.or.jp/ 

21 株式会社大阪製薬 https://www.osaka-pharma.co.jp/ 

22 大阪ダイハツ販売株式会社 https://osaka-daihatsu.co.jp/ 

23 宗教法人 大阪天満宮    

24 大阪東部ヤクルト販売株式会社 https://osakatobu-yakult.jp 

25 大阪南農業協同組合   

26 学校法人 大手前学園 https://gakuen.otemae.ac.jp/news/16864 

27 奥村機械株式会社 https://okumura-kikai.co.jp/ 

28 可児市   

29 カネヒラ鉄鋼株式会社 http://japan.kanehira-steel.co.jp/ 

30 学校法人 河﨑学園 https://www.kawasakigakuen.ac.jp/ 

31 岸和田市 https://www.city.kishiwada.osaka.jp/ 
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  令和 5年 2月１日時点 

No. 投資家名 URL 

32 岸和田製鋼株式会社 https://kishi-seiko.jp/ 

33 橘内建設株式会社   

34 岐阜県医師信用組合   

35 享代クリエイト株式会社 https://www.kyodai-create.co.jp/ 

36 清原株式会社 https://www.kiyohara.co.jp/ 

37 近畿産業信用組合 https://www.kinsan.co.jp 

38 栗本建設工業株式会社 http://kurimoto-ci.co.jp/ 

39 光徳電興株式会社 https://www.koutokudenkou.co.jp/ 

40 神戸市民生活協同組合   

41 株式会社コンタクト https://www.kontacts.co.jp/ 

42 株式会社さかい新事業創造センター   

43 株式会社三共コーポレーション https://sankyo-tools.co.jp/ 

44 社会福祉法人 燦燦会   

45 三洋商事株式会社   

46 ジェクス株式会社 https://www.jex-inc.co.jp/ 

47 株式会社芝翫香 https://shikanko.co.jp/ 

48 シティゲートタワー千里中央管理組合   

49 公益財団法人自動車リサイクル促進センター https://www.jarc.or.jp/news/15047/ 

50 株式会社シブタニ https://www.shibutani.co.jp/ 

51 渋谷工業株式会社 https://www.shibutani.co.jp/kogyo/ 

52 島本町   

53 学校法人城南学園 https://www.jonan.ac.jp/ 

54 地方独立行政法人市立東大阪医療センター   

55 株式会社新興出版社啓林館 https://www.shinko-keirin.co.jp/news/detail.php?id=105 

56 新生重機建設株式会社 https://shinseijuki.co.jp/ 

57 スリーナイン島野株式会社 https://www.999shimano.com/ 

58 千成ヤクルト販売株式会社 http://sennari-yakult.co.jp/p2812/ 

59 大同信用組合   

60 大同生命保険株式会社   

61 大都美装株式会社   

62 株式会社太陽建設 https://www.kk-taiyokensetsu.co.jp/ 

63 大和特殊鋼株式会社 http://www.susdaiwa.co.jp 

64 高田鋼材工業株式会社 https://takadakozai.co.jp/ 

65 医療法人貴和会 奥田クリニック http://www.okuda-clinic.or.jp/ 

66 株式会社たにぐち   
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  令和５年 2月 1日時点 

No. 投資家名 URL 

67 多磨エンジニアリング株式会社   

68 田村栄株式会社 https://tamuraei.jp 

69 中央自動車工業株式会社 https://www.central-auto.co.jp/ 

70 T&D フィナンシャル生命保険株式会社 https://www.tdf-life.co.jp/newsrelease/pdf/202210212.pdf 

71 株式会社テツタニ https://www.tetsutani.co.jp/ 

72 トゥインクルワールド株式会社 https://www.twinkle-world.co.jp/ 

73 東海鑿泉株式会社 www.toukaisakusen.co.jp 

74 株式会社トークティ守口   

75 ドギーマンハヤシ株式会社 https://www.doggyman.com/contents/uploads/2022/11/202211.pdf 

76 有限会社豊中自動車教習所 https://toyonaka-dc.jp/ 

77 豊橋農業協同組合   

78 株式会社中通   

79 株式会社ナベショー https://www.nabesho.com/ 

80 新潟鉄道信用組合   

81 西川商工株式会社 https://www.nishikawa-shokoh.co.jp/ 

82 株式会社 西出自動車工作所 http://www.nishide.co.jp/ 

83 西野建設工業株式会社 https://nishinokensetsukogyo.co.jp/news/topics 

84 西宮市民共済生活協同組合   

85 日化産業株式会社 https://e-nikka.jp/company/outline/ 

86 日本コープ共済生活協同組合連合会   

87 日本物流株式会社 http://nihonbutsuryu.com/documents/green_bond.pdf 

88 株式会社布引礦泉所 http://www.nunobiki.co.jp/ 

89 羽曳野市  

90 範多機械株式会社 https://www.hantak.co.jp/ 

91 東大阪市拾六個土地改良区   

92 ひかりのくに株式会社 https://www.hikarinokuni.co.jp/ 

93 株式会社久本組 hisamotogumi.co.jp 

94 株式会社平田タイル http://www.hiratatile.co.jp/ 

95 株式会社フォーディ https://www.for-d.co.jp/ 

96 不二友株式会社 https://fujitomo-hozen.com/ 

97 北晃産業株式会社   

98 ホリアキ株式会社 http://www.horiaki.co.jp/release/?p=3341 

99 松菱運輸株式会社 https://muc-tr.com/ 

100 丸一鋼管株式会社 https://www.maruichikokan.co.jp 

101 三田青写真株式会社   
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  令和 5年 2月 1日時点 

No. 投資家名 URL 

102 社会福祉法人 三田谷治療教育院   

103 村本建設株式会社 https://www.muramoto.co.jp/ 

104 明和産商株式会社 http://sansho.mpx-group.jp/ 

105 株式会社メイワパックス http://meiwa.mpx-group.jp/ 

106 森田化学工業株式会社 https://www.morita-kagaku.co.jp/ 

107 もりや産業株式会社 https://www.moriyas.co.jp/company/csr/ 

108 株式会社山勝商会   

109 学校法人山口学園  https://www.ecc.ac.jp/ 

110 大和川紙工株式会社 https://yamatogawa.biz/ 

111 大和川ポリマー株式会社 https://yamatogawa.biz/ 

112 株式会社山根エンタープライズ http://www.yamane-e.com/index.htm 

113 吉川鐵工株式会社 https://riveting-mcn.co.jp/ 

114 𠮷野ゴム工業株式会社 https://www.yoshino-rubber.com/ 

115 株式会社りそな銀行 https://www.resonabank.co.jp/about/newsrelease/detail/20221031_2763.html 

116 株式会社ワキタ https://wakita.co.jp/ 

117 和光合成樹脂株式会社 https://www.wako-go.com/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本府が投資表明先の提供する商品・サービス等を推奨するものではありません。 

本投資表明先の情報を利用することで直接的・間接的に生じた損失に対し、本府は一切責任を負いかねます。 
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