
事業所名 設置場所 使用可能時間
設置数

（台）

1 神鋼鋼線工業株式会社 尼崎事業所

1. 1階事務所

2. 2階厚生棟

3. 1階製造所

全日 午前5時～午後11時45分 3

2 日油株式会社 尼崎工場 1階警備室内 平日 午前8時30分～午後4時55分 1

3 尼崎武庫川工業団地協同組合 2階事務所 平日 午前8時～午後5時 1

4 東伸工業株式会社 北工場内 生産事務所A工場中央入口 平日 午前8時30分～午後5時15分 1

5 BASFジャパン株式会社 尼崎研究開発センター
1. 尼崎研究開発センター1階エントランス付近

2. バッテリー材料研究所5階Rm.513オフィス
平日 午前9時～午後5時30分 2

6 港礎興業株式会社 2階階段室 全日 午前8時30分～午後5時 1

7 日本ヒューム株式会社 尼崎工場 事務所 平日 午前 9時～午後6時 1

8 関西金網株式会社 尼崎工場 工場内3階
平日 午前8時30分～午後5時25分

（注）必要の際はまず4階事務所にお越しくださ
1

9 西濃運輸株式会社 尼崎支店 休憩場所自動販売機（事務所入口横） 全日 終日 1

10 独立行政法人 労働者健康安全機構 関西労災病院 1階エントランスホール
平日 午前7時～午後7時

土日祝・12月29日～1月3日 午前8時～午後5時
1

11 社会福祉法人博愛福祉会 特別養護老人ホーム サンホームあまがさ 1階 全日 終日 1

12 ディーノ武庫川 ホール内 全日 午前10時～午後10時30分 1

13 株式会社関電アメニックス 尼崎テクノランド事業部 尼崎テクノランドセンターハウス1階フロント 全日 午前7時～午後10時30分 1

14 株式会社ＴＶＥ 正門受付 平日 午前8時30分～午後5時 1

15 株式会社ケーエスケー 尼崎支店 1階 平日 午前8時30分～午後5時 1

16 関西熱化学株式会社 尼崎事業所 正門警備室内 平日 午前9時～午後5時35分 1

17 株式会社エーリック 1階正面玄関
平日 午前7時～午後9時30分

土曜・日曜・祝日 開館日のみ
1

18 尼崎製罐株式会社 武庫川工場 厚生棟2階 医務室前 平日 午前8時30分～午後5時 1

19 株式会社コベルコ科研 尼崎事業所 本館1階玄関ロビー 平日 午前9時～午後5時 1

20 高周波熱錬株式会社 尼崎工場 工場内現場事務所 平日 午前8時～午後5時 1

21 株式会社シセイサービス 1階事務所
平日 午前9時～午後5時

土曜日 午前9時～正午
1

22 日鉄ステンレス鋼管株式会社　尼崎工場 診療所 平日 午前8時30分～午後4時55分 1

23 サンランド株式会社 サンランド武庫川
1. 練習打席1階

2. 西トイレ横
平日、土日祝 午前9時～午後9時 2

24 神鋼物流株式会社 鋼材製品本部 物流基地部 関西物流センター 事務所 平日 午前8時30分～午後5時 1

25 医療法人社団 武部整形外科リハビリテーション 2階ナースステーション 全日 終日 1

26 株式会社クボタ 阪神工場
1. 武庫川事業所 正門警備所、北事務所1階

2. 丸島分工場 食堂建屋(小管ライン)1階
操業日 午前8時～午後5時 3



事業所名 設置場所 使用可能時間
設置数

（台）

27 コウセンサービス株式会社 事務所前 平日 午前8時30分～午後5時 1

28 株式会社研文社 1階ロビー 平日 午前8時～午後6時 1

29 あまがさき健康の森株式会社 尼崎スポーツの森

1. 屋内プール受付

2. フットサル受付

3. 冬季アイススケート場監視室

営業日に準ずる 3

30 医療法人 郁芳会 青木診療所 2階ナースステーション 全日 終日 1

31 特別養護老人ホーム サンホーム大庄西 1階医務室 全日 午前8時30分～午後5時30分 1

32 医療法人純徳会 田中病院 1階外来 全日 終日 1

33 学校法人鉄鋼学園 産業技術短期大学 1号館1階 平日 午前8時30分～午後5時30分 1

34 佐々木工業株式会社 事務所入口 平日 午前8時45分～午後5時 1

35 サンハイツホリウチ 1階 全日 終日 1

36 生活協同組合コープこうべ コープ武庫之荘 1階サービスコーナー
全日 午前9時～午後9時

（注）1月1日を除く
1

37 株式会社尼崎特材研 2階事務所 平日 午前8時30分～午後5時15分 1

38 社会福祉法人 サンシャイン介護老人保健施設 サンプラザ平成 2階サービスステーション 平日 終日 1

39 ラ・ベージュ武庫川 1階エントランスホール 全日 終日 1

40 武庫川乳児保育所 1階玄関
平日 午前7時～午後6時

日曜、祝祭日を除く
1

41 新生紙化工業株式会社 社内1階休憩室 平日 午前9時～午後4時 1


