
(　　　)内は認定時の企業名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔申請受付順〕

認定日 No 企業名 所属会議所

1 田中電機工業(株) 広島
2 (株)オーザック 福山
3 萬国製針(株) 広島
4 (株)オガワエコノス 府中
5 宗盛電気サービス(株) 広島
6 デリカウイング(株) 廿日市
7 コクヨマーケティング(株)中国支社 広島
8 広島信用金庫 広島
9 (株)山崎本社 廿日市
10 丸善製薬(株) 尾道
11 (株)サタケ 東広島
12 (株)フレスタ 広島
13 リコージャパン(株)販売事業本部広島支社 広島
14 (株)広島銀行 広島
15 (株)ププレひまわり 福山
16 広島電鉄(株) 広島
17 社会福祉法人若葉 因島
18 西川ゴム工業(株) 広島
19 呉信用金庫　 呉
20 (株)デンタルタイアップ 広島
21 (株)広島精機 廿日市
22 デジタルソリューション(株) 広島
23 広島ガスメイト(株) 広島
24 松田鉄工(株) 東広島
25 (株)オービックビジネスコンサルタント広島支店（旧(株)オービックビジネスコンサルタント広島営業所） 広島
26 あかつき社会保険労務士法人 (旧：社会保険労務士事務所あかつき) 福山
27 寺岡有機醸造(株) 福山
28 (株)オカムラ西日本支社広島支店（旧：(株)岡村製作所広島支店） 広島
29 広島市信用組合 広島
30 中島電業(株) 広島
31 (株)タニシ企画印刷 広島
32 広島アルミニウム工業(株) 広島
33 (株)ゆめカード 広島
34 淡路電気工事(株)　　 広島
35 (株)日本総合科学 福山
36 (株)八天堂 三原
37 オタフクソース(株) 広島
38 (株)イズミ 広島
39 三光電業(株) 広島
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認定日 No 企業名 所属会議所

40 (株)ユニバーサルポスト 広島
41 (株)マエダハウジング 広島
42 (株)体育社 広島
43 東洋電装(株) 広島
44 (株)ＱＯＬサービス 福山
45 三鬼化成(株) 広島
46 (株)サンエイ 福山
47 (株)豊国プラントシステム 東広島
48 医療法人ハートフル 廿日市
49 (株)第一ビルサービス 広島
50 太陽工業(株) 広島
51 (株)ロジコム 広島
52 (株)バルコム 広島
53 日神運輸(株) 福山
54 社会福祉法人　泰清会 三原
55 マイライフ(株) 呉
56 医療法人社団　八千代会 広島
57 医療法人社団　恵宣会 竹原
58 (株)マイティネット 広島
59 (株)ＥＣＳ 広島
60 (株)広島明治 呉
61 (株)ニシキプリント 広島
62 (株)なかやま牧場 福山
63 協同組合サングリーン 三次
64 (株)エル・コ 広島
65 旭調温工業(株) 広島
66 一般社団法人日本自動車連盟広島支部 広島
67 (株)芝通 広島
68 医療法人辰川会 福山
69 (株)デンサン 広島
70 (有)エイジ 広島
71 尾道造船(株)　尾道造船所 尾道
72 社会保険労務士法人ジャスティス 呉
73 (株)ハマダ 広島
74 広成建設(株) 広島
75 (株)トータテホールディングス 広島
76 新川センサテクノロジ(株)広島事業所 東広島
77 舛元木工(株) 庄原
78 福山電業(株) 福山
79 アクト中食(株) 広島
80 (株)サンキ 広島
81 (株)荒谷建設コンサルタント 広島
82 (株)ディスコ広島事業所 呉
83 アヲハタ(株) 竹原
84 しまなみ信用金庫 三原
85 広建コンサルタンツ(株) 福山
86 楠原壜罐詰工業(株) 広島
87 社会福祉法人仁寿会 竹原
88 (株)ＥＶＥＮＴＯＳ 広島
89 (株)酒商山田 広島
90 広島化成(株) 福山
91 (株)シンギ 広島
92 (有)中国金型 竹原
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認定日 No 企業名 所属会議所

93 (株)せとうちパートナーズ 福山
94 向島ドック(株) 尾道
95 (株)京都嵯峨野 広島
96 リョービ(株) 府中
97 (株)プレコ 広島
98 (株)A・I・C広島マネジメント シェラトングランドホテル広島 広島
99 社会福祉法人尾道さつき会 尾道
100 リライアンス・セキュリティー(株) 広島
101 ブロコロ紀元株式会社 (旧：(株)サンネットワーク) 広島
102 (株)日立ソリューションズ西日本 広島
103 社会福祉法人慈照会 三次
104 日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス(株) 広島
105 (株)ダック( 旧：ダックケーブル(株)) 広島
106 (株)ワイテック 広島
107 (株)もみじ銀行 広島
108 ニッキフッコー(株) 呉
109 中外テクノス(株) 広島
110 (株)エネルギア・コミュニケーションズ 広島
111 (株)北川鉄工所 府中
112 Ｓｅｎ社会保険労務士法人 広島
113 ＮＳウエスト(株) 庄原
114 (株)繁山興業 福山
115 広島トヨペット(株) 広島
116 (株)三原美装社 三原
117 (株)上垣組 東広島
118 (株)外林 福山
119 (株)こっこー 呉
120 東洋省力(株) 広島
121 (株)マークスラッシュ 広島
122 社会福祉法人ＦＩＧ福祉会 広島
123 社会保険労務士法人野島事務所 福山
124 (株)メディアテック一心 福山
125 まつやセロファン(株) 広島
126 復建調査設計(株) 広島
127 (株)Ｔａｉｓｅｉ 広島
128 中電技術コンサルタント(株) 広島
129 大和重工(株) 広島
130 社会福祉法人ともえ会 三次
131 三栄産業(株) 広島
132 蔵田ファイリング(株) 広島
133 (株)新星工業社 広島
134 コニカミノルタジャパン(株)中国支店 広島
135 新川電機(株) 広島
136 (株)西井製作所 広島
137 (株)レニアス 三原
138 (株)中本本店 広島
139 (株)竹中工務店　広島支店 広島
140 麒麟倉庫(株) 広島
141 青山商事(株) 福山
142 (株)ビーシーシー 福山
143 (株)サンヨーフーズ 広島
144 (株)熊平製作所 広島
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認定日 No 企業名 所属会議所

145 テクノス三原(株) 三原
146 二村自動車(株) 広島
147 平和建設(株) 福山
148 (株)ポップジャパン 広島
149 広合化学(株) 大竹
150 医療法人社団明和会 廿日市
151 (株)エフ・ケー・シー 広島
152 (株)シブヤ 廿日市
153 合同産業(株) 広島
154 (株)ユキ建設 福山
155 (株)サンエス 福山
156 呉精器工業(株) 呉
157 (株)ユアリーガ 広島
158 (株)アクトシステムズ 福山
159 門田商事(株) 福山
160 (株)豊国エンジニアリング 東広島
161 イームル工業(株) 東広島
162 ゼネラルスチール(株) 広島
163 佐々木建設(株) 福山
164 (株)津田製作所 廿日市
165 (株)トーワテクノ 広島
166 (株)ウィンシステムズ 広島
167 (有)スイコウ 広島
168 (株)テック 竹原
169 鮮コーポレーション(株) 庄原
170 学校法人三光学園 福山
171 ヤスハラケミカル(株) 府中
172 (株)広島情報シンフォニー 広島
173 ティーエスアルフレッサ(株) 広島
174 (株)サンポール 広島
175 福山ゴム工業(株) 福山
176 広島ガス(株) 広島
177 (株)ジツタ中国 広島
178 中電プラント(株) 広島
179 柏迫建設(有) 福山
180 (株)オフィスコーポレーション 広島
181 コルベンシュミット(株) 東広島
182 (株)ヤマサキ 広島
183 (株)高野電気商会 広島
184 佐藤産業(株) 尾道
185 社会保険労務士法人吉田労務管理センター 広島
186 (株)スタジオアイ 呉
187 (株)ＲＩＴＡ 広島
188 (株)ベルアージュ 広島
189 (株)水みらい広島 広島
190 (株)原青果 広島
191 特定非営利活動法人キッズＮＰＯ 廿日市
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認定日 No 企業名 所属会議所

192 (株)ポストごはんの里 広島
193 (株)土木技術コンサルタント 広島
194 アシードホールディングス(株) 福山
195 社会福祉法人きぼう 呉
196 日塗(株) 福山
197 (株)ディア・レスト三次 三次
198 (株)橘運送店 広島
199 (株)計測リサーチコンサルタント 広島
200 ニッタテクノ(株) 広島
201 青葉印刷(株) 福山
202 (株)フォーデック 広島
203 八千代工業(株) 広島
204 (株)サンネット 広島
205 デルタ工業(株) 広島
206 (株)レイアウト 広島
207 ヤマネホールディングス(株) 広島
208 (株)後藤組 東広島
209 (株)照栄 東広島
210 (株)木下組 広島
211 (株)木下エネルギーソリューションズ 広島
212 (有)誠和開発 三原
213 (有)大坪 三原
214 (一財)広島県環境保健協会 広島
215 日プレ(株) 福山
216 瑞穂工業(株) 福山
217 (株)ハピセ 東広島
218 社会保険労務士事務所ウィスト 広島
219 マイクロンメモリジャパン合同会社広島工場 東広島
220 (株)八紘 広島
221 サンケイ電気工事(株) 福山
222 藤井プレス工業(株) 呉
223 ダイホーコンサルタント(株) 福山
224 (有)モーコ製パン工場 大竹
225 (株)三共冷熱 福山
226 (株)藤原建工 福山
227 (株)アイ・エス・シー 広島
228 アンデックスソリューション(株) 尾道
229 中電環境テクノス(株) 広島
230 (株)大賀商会 広島
231 (株)キャリアカレッジジャパン　 広島
232 アンザイ(株) 広島
233 アオイ化学工業(株) 広島
234 (株)プロケアしまなみ 尾道
235 はなえみ歯科 福山
236 (株)インデップ 福山
237 社会保険労務士法人サトー 広島
238 (株)キャステム 福山
239 菱電商事(株)広島支社 広島
240 (株)スグル食品 因島
241 (株)五興 広島
242 共栄美装(株) 呉
243 総合技研(株) 広島
244 (株)山陽測器 廿日市
245 (株)リョーコーテック 広島
246 (株)にしき堂 広島
247 (株)ミクセル 東広島
248 (株)松原組 広島
249 (株)フジタ建材 福山
250 ケイ・エム調査設計(株) 福山
251 (株)アルツト 広島
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認定日 No 企業名 所属会議所

252 (株)シンコー 広島
253 (株)タマルコンサルタント 広島
254 本瓦造船(株) 広島
255 (株)弘法 広島
256 (株)C&Eコーポレーション 広島
257 (株)広島県リースタオル 広島
258 (株)日進ブンセイ 福山
259 アオイテクノサービス(株) 三原
260 (株)大野石油店 広島
261 三原テレビ放送(株) 広島
262 (株)IHI 中国支社 広島
263 タカ・エンタープライズ(有) 広島

※第１回認定企業のうち、１社は令和２年４月に認定を辞退。
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