女性活躍企業同盟 企業・団体一覧
和歌山市 (253)
有田交通株式会社
一般財団法人雑賀技術研究所
一般財団法人和歌山社会経済研究所
一般社団法人ウインワークス
一般社団法人和歌山県医師会
一般社団法人和歌山県建築士会
一般社団法人和歌山県農業会議
一般社団法人和歌山県発明協会
一般社団法人わかやま森林と緑の公社
一般社団法人和歌山電業協会
医療法人誠佑記念病院
医療法人橋本病院
医療法人藤民病院
医療法人宮本病院
医療法人裕紫会
ＳＭＢＣ日興証券株式会社和歌山支店
大阪ガス株式会社
花王株式会社和歌山工場
笠野興産株式会社
学校法人山本学園IBW美容専門学校
学校法人和歌山キリスト教青年会和歌山ＹＭＣＡ国際福祉専門学校

株式会社赤土建設
株式会社朝間商会
株式会社インテリックス
株式会社ウイング
株式会社オークワ
株式会社キャリア・ブレスユー
株式会社紀陽銀行
株式会社近畿日本ツーリスト関西和歌山支店

株式会社KEGキャリア・アカデミー
株式会社小池組
株式会社幸福建設
株式会社サイバーリンクス
株式会社酒直
株式会社ＪＴＢ和歌山支店
株式会社信濃路
株式会社島精機製作所
株式会社シマムラ
株式会社勝僖梅
株式会社商工組合中央金庫和歌山支店
株式会社仁インターナショナル
株式会社新栄組
株式会社スタッフバンクジャパン
株式会社正和情報サービス
株式会社テレビ和歌山
株式会社トヨタレンタリース和歌山
株式会社南北
株式会社ニシオカ
株式会社日本政策金融公庫和歌山支店
株式会社ヒダカヤ
株式会社プレイズ
株式会社朋久
株式会社ポーラ和歌山ゾーン
株式会社ホテル大阪屋
株式会社松源
株式会社松田商店
株式会社宮本工業
株式会社ミラック
株式会社メディアテレコム
株式会社結愛
株式会社吉建

※50音順、敬称略 （令和3年11月末現在：867）
株式会社リバソン
株式会社和歌山印刷所
株式会社和歌山新報社
株式会社和歌山放送
株式会社和歌山リビング新聞社
関西電力送配電株式会社和歌山支社
がんこ和歌山六三園
きのくに信用金庫
近畿電設工業株式会社
近畿労働金庫和歌山地区本部
コアラ保険パートナーズ株式会社
公益財団法人和歌山県国際交流協会
公益財団法人和歌山県農業公社
公益財団法人和歌山県文化財センター
公益財団法人和歌山県民総合健診センター
公益財団法人わかやま産業振興財団
公益社団法人和歌山県観光連盟
公益社団法人和歌山県青少年育成協会
公益社団法人和歌山県病院協会
公益社団法人和歌山県母子寡婦福祉連合会

鴻池運輸株式会社和歌山支店
公立大学法人和歌山県立医科大学
こくみん共済coop和歌山推進本部
こくみん共済coop和歌山損調サービスセンター

国立大学法人和歌山大学
小西化学工業株式会社
剤盛堂薬品株式会社
山九株式会社和歌山支店
社会福祉法人愛徳園
社会福祉法人あけぼの会
社会福祉法人粟福祉会あわ保育園
社会福祉法人一麦会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部和歌山県済生会

社会福祉法人恩賜財団済生会和歌山病院
社会福祉法人紀伊松風苑
社会福祉法人紀三福祉会
社会福祉法人琴の浦リハビリテーションセンター
社会福祉法人さつき福祉会幼保連携型認定こども園さつきこども園

社会福祉法人寿敬会
社会福祉法人順風会
社会福祉法人つわぶき会
社会福祉法人わかうら会
社会福祉法人和歌山県社会施設事業会 児童養護施設こばと学園

社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会
社会福祉法人和歌山県身体障害者連盟
社会福祉法人和歌山つくし会
社会福祉法人わらべ会新堀こども園
職業訓練法人キャリアアップ協会
新日鐵住金株式会社和歌山製鐵所
セイコーメディカル株式会社
全国共済農業協同組合連合会和歌山県本部

全国健康保険協会和歌山支部
相互タクシー株式会社
損害保険ジャパン株式会社
第一生命保険株式会社和歌山支社一の橋営業オフィス
第一生命保険株式会社和歌山支社和歌山北営業オフィス
第一生命保険株式会社和歌山支社和歌山南営業オフィス

第一電機設備工業株式会社
大揚興業株式会社
太洋工業株式会社
太陽シールパック株式会社
大和リース株式会社和歌山営業所

橘電装工業株式会社
東京医療保健大学和歌山看護学部
東京海上日動火災保険株式会社和歌山支店
特定非営利活動法人Peer心理教育サポートネットワーク

特定非営利活動法人ホッピング
特定非営利活動法人和歌山ｅかんぱにい
特定非営利活動法人和歌山YMCA
独立行政法人労働者健康安全機構和歌山労災病院

トヨタエルアンドエフ和歌山株式会社
トランス・コスモス株式会社
南海化学株式会社
西岡総合印刷株式会社
西日本電信電話株式会社
西日本旅客鉄道株式会社和歌山支社
日鉄テクノロジー株式会社関西事業所
日本郵便株式会社有功郵便局
日本郵便株式会社加太郵便局
日本郵便株式会社川辺郵便局
日本郵便株式会社紀伊駅前郵便局
日本郵便株式会社紀伊郵便局
日本郵便株式会社紀ノ川駅前郵便局
日本郵便株式会社紀三井寺郵便局
日本郵便株式会社山東郵便局
日本郵便株式会社ふじと台郵便局
日本郵便株式会社安原郵便局
日本郵便株式会社和歌浦郵便局
日本郵便株式会社和歌山秋月郵便局
日本郵便株式会社和歌山葦原郵便局
日本郵便株式会社和歌山今福郵便局
日本郵便株式会社和歌山井辺郵便局
日本郵便株式会社和歌山宇須郵便局
日本郵便株式会社和歌山太田郵便局
日本郵便株式会社和歌山小倉郵便局
日本郵便株式会社和歌山加納郵便局
日本郵便株式会社和歌山北島郵便局
日本郵便株式会社和歌山北出島郵便局
日本郵便株式会社和歌山狐島郵便局
日本郵便株式会社和歌山杭ノ瀬郵便局
日本郵便株式会社和歌山楠見中郵便局
日本郵便株式会社和歌山黒田郵便局
日本郵便株式会社和歌山毛見郵便局
日本郵便株式会社和歌山小雑賀郵便局
日本郵便株式会社和歌山古屋郵便局
日本郵便株式会社和歌山雑賀崎郵便局
日本郵便株式会社和歌山塩屋郵便局
日本郵便株式会社和歌山島郵便局
日本郵便株式会社和歌山島崎郵便局
日本郵便株式会社和歌山新中通郵便局
日本郵便株式会社和歌山砂山郵便局
日本郵便株式会社和歌山湊南郵便局
日本郵便株式会社和歌山湊北郵便局
日本郵便株式会社和歌山園部郵便局
日本郵便株式会社和歌山鷹匠郵便局
日本郵便株式会社和歌山高松郵便局
日本郵便株式会社和歌山築港郵便局
日本郵便株式会社和歌山中央郵便局
日本郵便株式会社和歌山手平郵便局
日本郵便株式会社和歌山天王郵便局
日本郵便株式会社和歌山友田郵便局
日本郵便株式会社和歌山鳥井郵便局
日本郵便株式会社和歌山中之島郵便局
日本郵便株式会社和歌山西小二里郵便局

日本郵便株式会社和歌山西庄中郵便局
日本郵便株式会社和歌山西庄郵便局
日本郵便株式会社和歌山西浜郵便局
日本郵便株式会社和歌山西和佐郵便局
日本郵便株式会社和歌山広瀬郵便局
日本郵便株式会社和歌山吹上郵便局
日本郵便株式会社和歌山吹屋郵便局
日本郵便株式会社和歌山福島郵便局
日本郵便株式会社和歌山堀止郵便局
日本郵便株式会社和歌山本町郵便局
日本郵便株式会社和歌山松江北郵便局
日本郵便株式会社和歌山松江西郵便局
日本郵便株式会社和歌山美園郵便局
日本郵便株式会社和歌山湊郵便局
日本郵便株式会社和歌山向郵便局
日本郵便株式会社和歌山和田郵便局
日本郵便株式会社和佐郵便局
認定こども園名草幼稚園
白元アース株式会社和歌山工場
ビーフレンズ株式会社
菱岡工業株式会社
不二電機株式会社
放送大学和歌山学習センター
ホテルアバローム紀の国
益田工業有限会社
桝谷精工株式会社
三木町ビジネスコンサルタンツ株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
三井住友信託銀行和歌山支店
明治安田生命保険相互会社和歌山支社
明友産業株式会社
山本化学工業株式会社
山本産業株式会社
有限会社菊井鋏製作所
有限会社阪口印刷所
有限会社白樫木材
有限会社すずらん
有限会社西日本マインド
有限会社富士シール
有限会社ライフサポート
ユタカ工作株式会社
ユタカ交通株式会社
ライフアクセス株式会社
リコージャパン株式会社和歌山支社
和歌山県
和歌山県漁業協同組合連合会
和歌山県市長会
和歌山県住宅供給公社
和歌山県商工会連合会
和歌山県信用農業協同組合連合会
和歌山県製薬協会
和歌山県町村会
和歌山県電気工事工業組合
和歌山県土地開発公社
和歌山県農業協同組合中央会
和歌山県農業協同組合連合会
和歌山市
わかやま市民生活協同組合
和歌山商工会議所
和歌山信愛女子短期大学
和歌山第一交通株式会社
和歌山ターミナルビル株式会社

和歌山中央医療生活協同組合
和歌山トヨタ自動車株式会社
わかやま農業協同組合
和歌山マリーナシティ株式会社
和歌山ヤクルト販売株式会社
和歌山労働局
海南市 (60)
一般社団法人メンタルウェルビーイングパートナーズ

医療法人久生会
医療法人恵友会恵友病院
医療法人さくら会
医療法人同仁会辻整形外科
エコガス株式会社
オカ株式会社
オカジ紙業株式会社
海南在宅福祉企業組合
海南市
海南商工会議所
海南市病院事業（海南医療センター）
株式会社オーエ
株式会社オプラス
株式会社海南食品
株式会社クロシオ
株式会社小久保工業所
株式会社サンコー

有限会社こころ
有限会社山五
養護老人ホーム橘寮
和歌山ノーキョー食品工業株式会社
ENEOS和歌山石油精製株式会社
紀美野町 (23)
一般社団法人紀美野町シルバー人材センター
学校法人りら創造芸術学園りら創造芸術高等学校

株式会社近畿K.N.M.
株式会社タニガキ建工
株式会社たまゆらの里
株式会社なかモーター自工
紀美野町
紀美野町商工会
金剛ダイス工業株式会社和歌山工場
シープ歯科工業株式会社
社会福祉法人紀美野町社会福祉協議会
社会福祉法人清和福祉会
大十バス株式会社
大洋鋳造株式会社
丹生の都プロジェクト株式会社
日本郵便株式会社梅本郵便局
日本郵便株式会社国吉郵便局
日本郵便株式会社毛原郵便局
日本郵便株式会社野上郵便局
株式会社新日本科学薬物代謝分析センター 日本郵便株式会社真国郵便局
株式会社タカショー
日本郵便株式会社美里郵便局
株式会社名手酒造店
ミサトクリエイトコーポレーション
株式会社野田商店
有限会社モリヤ
紀の川市 (54)
株式会社ファイブ
株式会社丸山組
医療法人稲穂会稲穂会病院
株式会社美登利
医療法人共栄会名手病院
株式会社山田利
医療法人篤眞会奥クリニック
株式会社ワム２１
株式会社オルト
岸会計事務所
株式会社共栄テクシード
紀州漆器協同組合
株式会社ポタジエ
公益社団法人海南市シルバー人材センター
株式会社堀口産業
社会福祉法人海南市社会福祉協議会
株式会社丸和
社会福祉法人さくら福祉会
株式会社メイワ
社会福祉法人中庸会
株式会社桃山食品
社会福祉法人平成福祉会
紀の川市
社会福祉法人和生福会
紀の川市商工会
障害者支援施設太陽の丘
紀ノ川農業協同組合
東和産業株式会社
紀の里農業協同組合
中尾彰税理士事務所
協和プレス工業株式会社
中野ＢＣ株式会社
近畿大学生物理工学部
ながみね農業協同組合
公立那賀病院
ニッティド株式会社
こおの交通株式会社
日本郵便株式会社海南大野郵便局
社会医療法人三車会
日本郵便株式会社海南北野上郵便局
社会福祉法人紀の川市社会福祉協議会
日本郵便株式会社海南黒江郵便局
社会福祉法人光栄会
日本郵便株式会社海南名高郵便局
社会福祉法人髙陽会
日本郵便株式会社海南日方郵便局
社会福祉法人山水会
日本郵便株式会社海南本郷郵便局
社会福祉法人渉久会
日本郵便株式会社海南室山郵便局
社会福祉法人聖アンナ福祉会
日本郵便株式会社亀川郵便局
社会福祉法人篤眞会
日本郵便株式会社加茂郷郵便局
社会福祉法人桃郷
日本郵便株式会社加茂郵便局
社会福祉法人桃の木会
日本郵便株式会社阪井郵便局
社会福祉法人檸檬会
日本郵便株式会社塩津郵便局
津田工業株式会社紀の川工場
日本郵便株式会社下津郵便局
デュプロ精工株式会社
平和酒造株式会社
東和製薬株式会社

那賀町商工会
日本郵便株式会社麻生津郵便局
日本郵便株式会社池田郵便局
日本郵便株式会社打田南中郵便局
日本郵便株式会社打田郵便局
日本郵便株式会社川原郵便局
日本郵便株式会社紀伊長田駅前郵便局
日本郵便株式会社貴志川長山郵便局
日本郵便株式会社貴志川郵便局
日本郵便株式会社粉河荒見郵便局
日本郵便株式会社粉河北石町郵便局
日本郵便株式会社粉河鞆渕郵便局
日本郵便株式会社粉河郵便局
日本郵便株式会社名手郵便局
日本郵便株式会社丸栖郵便局
日本郵便株式会社桃山黒川郵便局
日本郵便株式会社桃山郵便局
フォーキッズ株式会社
有限会社柑香園（観音山フルーツガーデン）
有限会社タチバナビジネスサポート
有限会社中川工作所
ワコン株式会社
岩出市 (21)
医療法人殿田会
医療法人富田会
医療法人宮本会紀の川病院
医療法人彌栄会
岩出市
岩出市商工会
株式会社赤井工作所
株式会社くるまだるまや
株式会社コロンブス
株式会社ドリーム
社会福祉法人岩出市社会福祉協議会
社会福祉法人皆楽園
社会福祉法人紀の国福樹会
社会福祉法人さつき福祉会幼保連携型認定こども園おひさま子ども園

第一生命保険株式会社和歌山支社岩出営業オフィス

那賀消防組合消防本部
日本郵便株式会社岩出中黒郵便局
日本郵便株式会社岩出水栖郵便局
日本郵便株式会社紀泉台郵便局
日本郵便株式会社根来郵便局
藤本食品株式会社
橋本市 (37)
伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合

医療法人志嗣会
医療法人南労会紀和病院
ＦＭはしもと株式会社
小川工業株式会社
梶川印刷
株式会社北川鉄工所和歌山工場
株式会社西岡酒店
株式会社はるす
株式会社プリントテクニカ
株式会社松谷仏具店
紀北川上農業協同組合
紀和産業協業組合
社会福祉法人光誠会
社会福祉法人筍憩会
社会福祉法人泉新会認定こども園輝きの森学園

社会福祉法人博寿会

社会福祉法人博芳福祉会
社会福祉法人橋本市社会福祉協議会
社会福祉法人ゆたか会
第一生命保険株式会社和歌山支社高野口営業オフィス

第一生命保険株式会社和歌山支社橋本営業オフィス

妙中パイル織物株式会社
日本郵便株式会社学文路郵便局
日本郵便株式会社高野口伏原郵便局
日本郵便株式会社高野口郵便局
日本郵便株式会社隅田郵便局
日本郵便株式会社橋本紀見郵便局
日本郵便株式会社橋本古佐田郵便局
日本郵便株式会社橋本城山台郵便局
日本郵便株式会社橋本東家郵便局
日本郵便株式会社橋本三石台郵便局
日本郵便株式会社橋本山田郵便局
橋本市
橋本商工会議所
原田織物株式会社
有限会社フォーユー
かつらぎ町 (19)
かつらぎ町
かつらぎ町観光協会
かつらぎ町商工会
社会福祉法人愛光園
社会福祉法人あさひ
社会福祉法人かつらぎ町社会福祉協議会

有田市 (21)
有田市
医療法人千徳会桜ヶ丘病院
ＥＮＥＯＳ株式会社和歌山製油所
株式会社サザンクロス
株式会社早和果樹園
株式会社保田組
川口水産株式会社
紀州有田商工会議所
社会福祉法人有田市社会福祉協議会
社会福祉法人守皓会
第一生命保険株式会社和歌山支社有田営業オフィス

日本郵便株式会社有田辰ヶ浜郵便局
日本郵便株式会社有田初島郵便局
日本郵便株式会社有田福島郵便局
日本郵便株式会社有田保田郵便局
日本郵便株式会社宮原郵便局
初島幼稚園
ミカサ事務機株式会社
有限会社プライムタイム
有限会社優心の郷
ライオンケミカル株式会社
湯浅町 (13)
一般社団法人湯浅町観光協会
エバグリーン廣甚株式会社
株式会社廣岡
社会福祉法人有田つくし福祉会
社会福祉法人紀和福祉会介護老人福祉施設やまぼうし
社会福祉法人ひまわり福祉会
社会福祉法人和福祉会
社会福祉法人湯浅町社会福祉協議会
第一生命保険株式会社和歌山支社かつらぎ営業オフィス
日本郵便株式会社湯浅栖原郵便局
築野食品工業株式会社
日本郵便株式会社湯浅中町郵便局
中谷電気工事株式会社
日本郵便株式会社湯浅横田郵便局
日進化学株式会社
湯浅町
日本郵便株式会社かつらぎ大谷郵便局
湯浅町商工会
日本郵便株式会社かつらぎ笠田郵便局
湯浅広川消防組合
日本郵便株式会社かつらぎ渋田郵便局
養護老人ホームなぎ園
広川町 (7)
日本郵便株式会社妙寺郵便局
日の丸観光バス株式会社
社会福祉法人広川町社会福祉協議会
溝端紙工印刷株式会社
社会福祉法人和歌山ひまわり会
和歌山県立紀北青少年の家管理運営コンソーシアム
日本郵便株式会社津木郵便局
九度山町 (7)
日本郵便株式会社広川郵便局
九度山町
広川町
九度山町観光協会
広川町商工会
九度山町商工会
松屋電工株式会社
有田川町 (24)
社会福祉法人九度山町社会福祉協議会
社会福祉法人萩原会
有田川町
日本郵便株式会社九度山郵便局
有田川町商工会
日本郵便株式会社椎出郵便局
ありだ農業協同組合
高野町 (12)
一般財団法人有田川町ふるさと開発公社
一般社団法人高野山宿坊協会
株式会社ケイズ
一般社団法人高野町観光協会
株式会社セキネ
株式会社高野山三光社
北畑不動産株式会社
株式会社法徳堂
クリーン興商株式会社
高野町
三洋建設株式会社
高野町商工会
社会福祉法人有田川町社会福祉協議会
社会福祉法人高野町社会福祉協議会
社会福祉法人一恵会
社会福祉法人聖愛会
社会福祉法人おもと会
松栄堂
社会福祉法人千翔会
日本郵便株式会社高野郵便局
特定非営利活動法人ふれあい
日本郵便株式会社富貴郵便局
日本郵便株式会社石垣郵便局
有限会社大師陀羅尼製薬
日本郵便株式会社岩倉郵便局
日本郵便株式会社押手郵便局

日本郵便株式会社金屋郵便局
日本郵便株式会社吉備郵便局
日本郵便株式会社五西月郵便局
日本郵便株式会社清水郵便局
日本郵便株式会社城山郵便局
日本郵便株式会社田殿郵便局
和歌山アイコム株式会社
御坊市 (39)
株式会社狩谷電気店
株式会社小池組
株式会社興土不動産
株式会社小林建設
株式会社サンクリエーション
株式会社谷口組
株式会社長田組
株式会社パソコンスクールTAKumi
株式会社日高新報社
紀州農業協同組合
紀州日高漁業協同組合
紀州ファスナー工業株式会社
小池公認会計士・税理士事務所
巧細川組株式会社
御坊広域行政事務組合
御坊市
御坊市外五ヶ町病院経営事務組合
御坊商工会議所
御坊第一交通株式会社
社会医療法人黎明会
社会福祉法人きのくに福祉会
社会福祉法人御坊市社会福祉協議会
社会福祉法人黎明菫会
第一生命保険株式会社和歌山支社御坊営業オフィス

大洋化学株式会社
名田周辺土地改良区
日本郵便株式会社御坊塩屋郵便局
日本郵便株式会社御坊島郵便局
日本郵便株式会社御坊財部郵便局
日本郵便株式会社御坊西町郵便局
日本郵便株式会社御坊湯川郵便局
日本郵便株式会社名田郵便局
日本郵便株式会社藤井郵便局
幕末株式会社
有限会社成和測量設計事務所
有限会社樽の味
有限会社ヤマニシ
ヨシダエルシス株式会社
和歌山工業高等専門学校
美浜町 (12)
株式会社川上タクシー
グリーンヒル株式会社
御坊日高老人福祉施設事務組合
社会福祉法人太陽福祉会
社会福祉法人美浜町社会福祉協議会
独立行政法人国立病院機構和歌山病院
日本郵便株式会社三尾郵便局
日本郵便株式会社美浜松原郵便局
日本郵便株式会社美浜和田郵便局
美浜町
美浜町商工会
有限会社メモリアルウエスト
日高町 (8)
株式会社中村建設

小松屋株式会社
社会福祉法人日高町社会福祉協議会
日本郵便株式会社内原郵便局
日本郵便株式会社日高志賀郵便局
日本郵便株式会社日高比井郵便局
日高町
日高町商工会
由良町 (8)
株式会社駒井ハルテック
社会福祉法人由良町社会福祉協議会
中紀バス株式会社
日本郵便株式会社衣奈郵便局
日本郵便株式会社白崎郵便局
日本郵便株式会社由良郵便局
由良町
由良町商工会
印南町 (18)
印南町
印南町商工会
株式会社石橋
株式会社谷口建設
株式会社千代徳組
株式会社ナカヱ
株式会社ワークメイト
恵和株式会社
社会福祉法人印南町社会福祉協議会
社会福祉法人同仁会
日本郵便株式会社稲原郵便局
日本郵便株式会社印南古井郵便局
日本郵便株式会社印南郵便局
日本郵便株式会社切目郵便局
日本郵便株式会社崎ノ原郵便局
日本郵便株式会社真妻郵便局
有限会社山本建設
和歌山太陽誘電株式会社
みなべ町 (17)
井上梅干食品株式会社
株式会社池田土木
株式会社岩本興産
株式会社岩本食品
株式会社うえだ
社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会
杉谷産業株式会社
南紀ポリエチレン株式会社
南紀用水土地改良区
日本郵便株式会社岩代郵便局
日本郵便株式会社上南部郵便局
日本郵便株式会社清川郵便局
日本郵便株式会社高城郵便局
日本郵便株式会社南部郵便局
みなべ町
みなべ町商工会
Hotel＆Resorts WAKAYAMA-MINABE
日高川町 (22)
学校法人南陵学園和歌山南陵高等学校
株式会社柏木建設
株式会社児玉建設
株式会社たにぐち和歌山工場
株式会社駒場工務店
株式会社西川組
株式会社古部組
川辺町周辺土地改良区

北村建設株式会社
紀中森林組合
社会福祉法人敬愛会
社会福祉法人日高川町社会福祉協議会
南海果工株式会社
日本郵便株式会社川中郵便局
日本郵便株式会社寒川郵便局
日本郵便株式会社滝頭郵便局
日本郵便株式会社中津郵便局
日本郵便株式会社丹生郵便局
日本郵便株式会社早蘇郵便局
日本郵便株式会社美山郵便局
日高川町
日高川町商工会
田辺市 (74)
会津保育所
一般財団法人龍神村開発公社
一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューロー

大塔村商工会
オフィスメイト株式会社
学校法人日本聖公会田辺学園シオン幼稚園
学校法人めぐみ学園
株式会社伊藤組
株式会社蒲田嵩商店
株式会社共栄建設工業
株式会社サンコーテック
株式会社ソイフ
株式会社第一テック
株式会社たかす
株式会社仲建設
株式会社日本政策金融公庫田辺支店
株式会社堀組
株式会社丸山組
紀南農業協同組合
公益社団法人龍神観光協会
公立紀南病院組合
こくみん共済coop和歌山推進本部田辺支所
社会福祉法人大塔あすなろ会
社会福祉法人田辺市社会福祉協議会
社会福祉法人田辺市社会福祉事業団
社会福祉法人南紀のぞみ会
社会福祉法人浜木綿会
社会福祉法人ふたば福祉会
社会福祉法人やおき福祉会
菅根測量株式会社
第一生命保険株式会社和歌山支社田辺営業オフィス

田辺市
田辺観光協会
田辺商工会議所
田辺ダイハツ販売株式会社
テクノ富貴株式会社
特定非営利活動法人ハートツリー
特定非営利活動法人はまゆう作業所
独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター

中田食品株式会社
中辺路町商工会
日本郵便株式会社上秋津郵便局
日本郵便株式会社請川郵便局
日本郵便株式会社大塔郵便局
日本郵便株式会社上山路郵便局
日本郵便株式会社上芳養郵便局
日本郵便株式会社下山路郵便局

日本郵便株式会社田辺朝日ヶ丘郵便局
日本郵便株式会社田辺江川郵便局
日本郵便株式会社田辺駅前郵便局
日本郵便株式会社田辺神子浜郵便局
日本郵便株式会社田辺神島台郵便局
日本郵便株式会社田辺新庄郵便局
日本郵便株式会社田辺芳養郵便局
日本郵便株式会社田辺湊郵便局
日本郵便株式会社田辺目良郵便局
日本郵便株式会社近露郵便局
日本郵便株式会社中山路郵便局
日本郵便株式会社中辺路郵便局
日本郵便株式会社萩郵便局
日本郵便株式会社平瀬郵便局
日本郵便株式会社二川郵便局
日本郵便株式会社本宮郵便局
日本郵便株式会社三川郵便局
日本郵便株式会社三栖郵便局
日本郵便株式会社湯峰郵便局
日本郵便株式会社龍神郵便局
本宮町商工会
本宮町森林組合
丸長食品加工株式会社
牟婁商工会
龍神観光株式会社
龍神自動車株式会社
龍神村商工会
白浜町 (26)
株式会社アワーズ
株式会社イクロス パル白浜
株式会社きらり福祉会

社会福祉法人神愛会
社会福祉法人和歌山県福祉事業団
日本郵便株式会社岩田郵便局
日本郵便株式会社上富田郵便局
有限会社アクセス
すさみ町 (7)
社会福祉法人すさみ町社会福祉協議会
社会福祉法人すさみ福祉会
すさみ町
すさみ町商工会
日本郵便株式会社江住郵便局
日本郵便株式会社佐本郵便局
日本郵便株式会社すさみ郵便局
新宮市 (25)
イオンリテール株式会社イオン新宮店
エルツープロジェクト
株式会社日比野生コン新宮工場
熊野第一交通株式会社
社会福祉法人熊野緑会なぎの木園
社会福祉法人黒潮園
社会福祉法人新宮市社会福祉協議会
社会福祉法人美熊野福祉会
社会福祉法人わかば福祉会
新宮市
新宮商工会議所
新宮信用金庫
南紀プロパンガス株式会社
日本郵便株式会社九重郵便局
日本郵便株式会社熊野地郵便局
日本郵便株式会社小口郵便局
日本郵便株式会社新宮王子郵便局
株式会社白浜エンタープライズ INFINITO HOTEL＆SPA NANKI-SHIRAHAMA
日本郵便株式会社新宮佐野郵便局
紀南地方児童福祉施設組合
日本郵便株式会社新宮中央通郵便局
紀南地方老人福祉施設組合
日本郵便株式会社新宮橋本郵便局
クオリティソフト株式会社
日本郵便株式会社新宮初野地郵便局
公益財団法人白浜医療福祉財団白浜はまゆう病院
日本郵便株式会社新宮横町郵便局
社会福祉法人堅田保育園
日本郵便株式会社高田郵便局
社会福祉法人白浜町社会福祉協議会
日本郵便株式会社日足郵便局
社会福祉法人南紀白浜福祉会
日本郵便株式会社三輪崎郵便局
那智勝浦町 (17)
白浜ガス株式会社
白浜第一交通株式会社
株式会社クイックコミュニケート
白浜町
社会福祉法人紀友会
白浜町商工会
社会福祉法人那智勝浦町社会福祉協議会
日本郵便株式会社安居郵便局
那智勝浦町
日本郵便株式会社市鹿野郵便局
南紀くろしお商工会
日本郵便株式会社白浜駅前郵便局
日本郵便株式会社色川郵便局
日本郵便株式会社白浜温泉郵便局
日本郵便株式会社太田郵便局
日本郵便株式会社白浜郵便局
日本郵便株式会社下里郵便局
日本郵便株式会社椿郵便局
日本郵便株式会社那智井関郵便局
日本郵便株式会社富田郵便局
日本郵便株式会社那智宇久井郵便局
日本郵便株式会社日置川郵便局
日本郵便株式会社那智浦神郵便局
日置川開発株式会社
日本郵便株式会社那智勝浦朝日郵便局
日置川町商工会
日本郵便株式会社那智勝浦港郵便局
福原ニードル株式会社
日本郵便株式会社那智山郵便局
上富田町 (12)
日本郵便株式会社那智天満郵便局
学校法人聖ヨセフ学園岩田幼稚園
みくまの農業協同組合
株式会社ＮＴＮ紀南製作所
有限会社山永サービス
太地町 (4)
株式会社マージネット
株式会社ヤマヨテクスタイル
社会福祉法人太地町社会福祉協議会
上富田町
太地町
上富田町商工会
日本郵便株式会社太地郵便局
社会福祉法人上富田町社会福祉協議会
老人ホーム南紀園

古座川町 (8)
古座川町
古座川町商工会
社会福祉法人古座川町社会福祉協議会
社会福祉法人高瀬会
日本郵便株式会社高池郵便局
日本郵便株式会社西川郵便局
日本郵便株式会社三尾川郵便局
日本郵便株式会社明神郵便局
北山村 (4)
北山村
北山村商工会
社会福祉法人北山村社会福祉協議会
日本郵便株式会社大沼郵便局
串本町 (15)
株式会社潮岬製作所
串本町
串本町商工会
社会福祉法人串本町社会福祉協議会
社会福祉法人串本福祉会
日本郵便株式会社有田郵便局
日本郵便株式会社出雲郵便局
日本郵便株式会社大島郵便局
日本郵便株式会社古座中湊郵便局
日本郵便株式会社古座郵便局
日本郵便株式会社潮岬郵便局
日本郵便株式会社須江郵便局
日本郵便株式会社田並郵便局
日本郵便株式会社田原郵便局
日本郵便株式会社和深郵便局

