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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アークス 鳥取県東伯郡北栄町東園３１６―３ 馬野 慎一郎 卸売業、小売業 http://www.arcs-net.jp

アイエム電子株式会社 鳥取県鳥取市山城町６―４０ 野口 正堅 製造業 www.imenet.co.jp/sp/index.html

株式会社石田コーポレーション 鳥取県米子市米原８丁目１番３２号 石田 康雄 卸売業、小売業 https://www.ishida.ne.jp

株式会社オーク 鳥取県境港市竹内団地２０８―３ 吉岡 和彦 製造業 http://www.oak-corp.jp/

有限会社岡田商店 鳥取県境港市幸神町３５３ 岡田 信行 卸売業、小売業 http://yonago-show.sakura.ne.jp/okadahp/

岡田電工株式会社 鳥取県米子市西福原６―６―１０ 鳥橋 祐二 建設業 http://okakou.sdgr.co.jp/

株式会社勝原製作所 鳥取県鳥取市南栄町２番地 勝原 章 製造業 http://www.katsuhara.co.jp/

株式会社門永水産 鳥取県境港市昭和町１２―２７ 松本 勝志 製造業 http://www.kadonaga.com/

有限会社河島農具製作所 鳥取県米子市道笑町２丁目６１番地 河島 隆則 製造業 https://kawashima-group.com

株式会社グッドスマイルカンパニー 東京都千代田区外神田３丁目１６番１２号 アキバＣＯビル 安藝 貴範 卸売業、小売業 https://www.goodsmile.info/

サンイン技術コンサルタント株式会社 鳥取県米子市昭和町２５番地１ 大野木 昭夫 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.sanin-gc.co.jp/

有限会社山陰クリエート 鳥取県米子市和田町２１６２番地１ 門脇 季美枝 製造業 http://www.sanin-create.jp/

株式会社三協商会 鳥取県鳥取市南吉方１―４７ 民野 純男 卸売業、小売業 http://www.sankyogrp.co.jp

株式会社大昇食品 鳥取県境港市昭和町１２―２２ 廣瀬 信彦 製造業 http://taisyo.biz

ダックス株式会社 鳥取県米子市両三柳３０９ 本田 章郎 サービス業（他に分類されないもの） http://www.duksholdings.co.jp

株式会社タブチ 鳥取県鳥取市南栄町３３―６ 田淵 宏一 製造業 https://tabuchi-tottori.co.jp

株式会社中海テレビ放送 鳥取県米子市河崎６１０ 加藤 典裕 情報通信業 http://www.chukai.ne.jp

株式会社はなふさ 鳥取県鳥取市賀露町南１丁目８―１０ 花房 稔 卸売業、小売業 http://www.hanafusa-meat.jp

日ノ丸産業株式会社 鳥取県鳥取市今町２―２６２ 森下 明男 卸売業、小売業 https://www.hinomaru-sangyo.co.jp/

株式会社ホクサン 鳥取県米子市河崎１２１５―４ 小西 治 卸売業、小売業 http://www.hokusan.jp/

株式会社丸合 鳥取県米子市東福原２―１９―４８ 梅林 裕暁 卸売業、小売業 www.marugo.or.jp

有限会社山本精機 鳥取県岩美郡岩美町浦富６１０―７ 山本 康夫 製造業 http://yamamoto-seiki1974.jp

株式会社米子青果 鳥取県米子市両三柳１９３―１ 上田 博久 卸売業、小売業 https://yonagoseika.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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有限会社旭養鶏舎 島根県大田市波根町２２１―１ 竹下 靖洋 農業・林業 https://www.asahiegg.co.jp

http://www.asari-g.jp/mainoichi/
http://www.matsue-urban.co.jp

株式会社アリオン 島根県出雲市今市町１２３８―２ 池田 斉 不動産業、物品賃貸業 http://www.arion-group.jp/

株式会社出雲技研 島根県出雲市江田町２６７―１ 板倉 広明 建設業 https://www.izumogiken.co.jp

株式会社ＭＣセキュリティ 島根県松江市北稜町５１番２ 宮脇 和秀 製造業 www.mcsecurity.co.jp/

株式会社オーサン 島根県邑智郡川本町大字南佐木２８２―１ 甚田 尚 建設業 http://www.o-san.co.jp

有限会社小川商店 島根県大田市温泉津町ロ６５ 小川 知興 卸売業、小売業 http://www.t-ogawa.com

株式会社コガワ計画 島根県益田市安富町３３３０番地１ 小河 吉彦 教育、学習支援業 https://mland-masuda.jp

株式会社山陰中央新報セールスセンター 島根県松江市嫁島町１―２７ 大庭 浩史 サービス業（他に分類されないもの） https://www.dailysanin.co.jp

株式会社タカハシ包装センター 島根県島根県浜田市原井町３０５０―３４ 高橋 将史 卸売業、小売業 http://www.takahashi-hc.co.jp/

瀧川産業株式会社 島根県出雲市大津町２０３２ 瀧川 一弥 卸売業、小売業 －

株式会社玉造温泉まちデコ 島根県松江市玉湯町玉造４６番地４ 角 幸治 卸売業、小売業 http://www.tama-machideco.com/

株式会社トガノ建設 島根県出雲市白枝町８３９―２ 栂野 直宏 建設業 http://www.togano-con.jp/

中村ブレイス株式会社 島根県大田市大森町ハ１３２ 中村 宣郎 製造業 http://www.nakamura-brace.co.jp

株式会社ひろせプロダクト 島根県安来市広瀬町下山佐３５６―３ 鉄本 学 製造業 http://www.hiropro.jp

株式会社フクダ 島根県出雲市斐川町沖洲１０８０ 福田 弘道 卸売業、小売業 www.fukuda-corp.co.jp

株式会社藤井基礎設計事務所 島根県松江市東津田町１３４９ 藤井 俊逸 学術研究、専門・技術サービス業 http://www.fujii-kiso.co.jp

株式会社マツケイ 島根県松江市乃木福富町７３５―２１１ 名原 厚 情報通信業 http://www.matsukei.co.jp/

株式会社ミック 島根県松江市学園南２―１０―１４ 宮脇 和秀 卸売業、小売業 http://www.mic-ltd.co.jp

株式会社美都森林 島根県益田市美都町都茂１０７６ 土佐 則幸 農業・林業 https://mitoshin.net/forest/

有限会社銘板センター山陰 島根県松江市西川津町２５１９ 引野 和弘 製造業 https://www.matsue-isc.net/cgi-bin/rus7/kigyo/view.cgi?d=387

株式会社ユニコン 島根県松江市東朝日町２９ 石倉 哲 卸売業、小売業 https://www.web-unicon.co.jp

浅利観光株式会社 宿泊業・飲食サービス業植田 裕一島根県江津市浅利町７２

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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井原精機株式会社 岡山県井原市上出部町４３１―３ 上野 和彦 製造業 https://www.ibaraseiki.co.jp/

オーエム産業株式会社 岡山県岡山市北区野田３―１８―４８ 難波 圭太郎 製造業 http://www.oms.co.jp/

岡山ガス株式会社 岡山県岡山市中区桜橋２―１―１ 岡﨑 達也 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.okagas.co.jp/

株式会社岡山製紙 岡山県岡山市南区浜野１―４―３４ 津川 孝太郎 製造業 http://www.okayamaseishi.co.jp/

小田象製粉株式会社 岡山県岡山市南区妹尾７６７―４ 小田 眞司 製造業 http://www.odazo.jp

株式会社化繊ノズル製作所 大阪府大阪市北区西天満６―３―１７ みなと梅田ビル 戸川 和也 製造業 https://www.kasen.co.jp/

金田コーポレーション株式会社 岡山県玉野市田井６丁目７番６号 畑島 美緒 製造業 http://www.kaneda-co.net

株式会社協同 福井県坂井市丸岡町八ヶ郷第２６号１４番地１ 西川 源徳 製造業 http://www.kwl.co.jp/

協和ファインテック株式会社 岡山県岡山市東区金岡西町９４８―９ 橋本 宗幸 製造業 https://www.kyowa-ft.co.jp/

株式会社コニック 大阪府東大阪市菱江３―１５―２０ 大川 雅子 製造業 https://www.conic.co.jp/

小橋工業株式会社 岡山県岡山市南区中畦６８４ 小橋 正次郎 製造業 http://www.kobashiindustries.com

株式会社ジャパンブルー 岡山県倉敷市児島味野４０４７―８ 真鍋 久夫 卸売業、小売業 https://www.japanblue.co.jp

株式会社ショウエイ 岡山県美作市古町７０１―１ 辻井 修一 製造業 http://syoei-kk.jp/

株式会社すえ木工 岡山県津山市八出２４４−１ 須江 健治 製造業 http://www.suemokko.co.jp/

大和クレス株式会社 岡山県岡山市中区藤原光町２―７―２ 林 美佐 製造業 https://www.daiwa-cres.co.jp/

高橋金属株式会社 岡山県井原市木之子町３７０１―１６ 高橋 功 卸売業、小売業 http://www.takahashi-tk.co.jp

株式会社タック 岡山県備前市吉永町南方１０７３ 瀧川 信二 製造業 www.tac-co.com

株式会社ニッカリ 岡山県岡山市東区西大寺川口４６５―１ 杉本 宏 製造業 https://www.nikkari.co.jp/

藤森運輸株式会社 岡山県倉敷市児島田の口７丁目６―１９ 藤森 元則 運輸業、郵便業 http://www.fujimoriunyu.co.jp

水島機工株式会社 岡山県倉敷市水島西通１丁目１９３６―１２ 滝澤 公一 製造業 http://www.mizushima-kiko.co.jp

株式会社ミスターサービス 岡山県岡山市中区桑野１１０―２ 土岩 剛志 運輸業、郵便業 https://www.mr-service.jp/

明大株式会社 岡山県倉敷市曽原４８４―１ 小河原 敏嗣 製造業 http://www.meidai.co.jp

横山製網株式会社 岡山県瀬戸内市邑久町虫明３１３３ 横山 敬弘 製造業 http://www.yokoyamaseimo.co.jp

株式会社ラピート 岡山県岡山市中区原尾島三丁目５番６号 重友 卓郎 製造業 http://www.rapiit.com

株式会社レーザマックス 岡山県岡山市南区西市１１７―８ 近藤 正一 製造業 http://e-0-3.com

株式会社WORK SMILE LABO 岡山県岡山市南区福浜町１５―１０ 石井 聖博 サービス業（他に分類されないもの） https://wakusuma.com/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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アクト中食株式会社 広島県広島市西区草津港２―６―６０ 平岩 由紀雄 卸売業、小売業 http://www.act-cs.co.jp/

株式会社EVENTOS 広島県広島市中区舟入中町４―３５ 川中 英章 宿泊業・飲食サービス業 http://www.eventos.co.jp

株式会社オーエイプロト 広島県東広島市黒瀬町クリエイトパ―ク８―２ 大坪 義彦 製造業 http://www.oaproto.com/

大木建設株式会社 広島県福山市新市町戸手６２６―１ 吉元 秀徳 建設業 https://ohki-kensetsu.co.jp

株式会社キーレックス 広島県安芸郡海田町南明神町２―５１ 岩尾 満 製造業 http://www.keylex.jp

株式会社久保田鐵工所 広島県広島市安芸区中野１丁目６番１号 久保田 卓 製造業 http://www.kubota-iron-works.com

篠原テキスタイル株式会社 広島県福山市駅家町大字中島甲７０３ 篠原 由訓 製造業 https://www.shinotex.jp/

株式会社ソアラサービス
広島県広島市中区広瀬北町３―１１ 和光広瀬ビルソアラビジネスポ
―ト４階

牛来 千鶴 サービス業（他に分類されないもの） https://www.soa-r.net/

堂本食品株式会社 広島県広島市安佐南区伴中央４丁目１８番地２号 堂本 高義 製造業 http://domoto.co.jp/

東洋プラント株式会社 広島県福山市東手城町１―２―３７ 平田 俊幹 製造業 http://www.toyo-pnet.co.jp/

株式会社白鳳堂 広島県安芸郡熊野町城之堀７―１０―９ 髙本 和男 製造業 https://www.hakuho-do.co.jp/

株式会社バルコム 広島県広島市安佐南区中筋３―８―１０ 山坂 哲郎 サービス業（他に分類されないもの） https://www.balcom.jp/

株式会社ヒロタニ 広島県東広島市志和町志和堀１１５３―１０ 廣谷 清 製造業 https://www.hirotani.co.jp/

深江特殊鋼株式会社 広島県福山市曙町二丁目３番１７号 木村 雅昭 卸売業、小売業 https://www.fukae.co.jp

ベバストジャパン株式会社 広島県東広島市田口研究団地５―１０ ブルース・ピアス 製造業 https://www.webasto.com/jp/

株式会社マリモ 広島県広島市西区庚午北１―１７―２３ 深川 真 不動産業、物品賃貸業 https://www.marimo-ai.co.jp/

株式会社山口製作所 広島県安芸高田市向原町戸島２４８９ 山口 茂範 製造業 http://www.yamaguchi1965.jp

株式会社山本製作所 広島県尾道市長者原１丁目２２０―１９ 山本 尚平 製造業 https://www.onomichi-yamamoto.co.jp

ヤマモトロックマシン株式会社 東京都千代田区丸の内２―４―１ 丸の内ビルディング９０３区 山本 将登 製造業 http://www.yrm.co.jp/

株式会社ユニタック 広島県尾道市美ノ郷町本郷字新本郷１―６０ 高橋 一哲 製造業 http://www.unitac.net

株式会社レニアス 広島県三原市沼田西町小原２００―７６ 前田 導 製造業 https://www.renias.co.jp/

株式会社ワイテック 広島県安芸郡海田町曽田３―７４ 山本 周二 製造業 http://www.ytec-gr.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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株式会社アースクリエイティブ 山口県宇部市大字妻崎開作１３１９番地１ 栗原 和実 サービス業（他に分類されないもの） www.earth-creative.co.jp

アサヒ工業株式会社 山口県下松市大字平田１２２―７ 馬場 達善 建設業 http://www.a-sa-hi.co.jp

株式会社岩中製作所 山口県岩国市旭町３丁目５―３３ 岩中 一雄 製造業 http://iwanaka.net/

株式会社オカダ電気 山口県宇部市船木３８３９番地の１ 長谷川 寛朗 建設業 http://okada-denki.com

吉南株式会社 山口県宇部市大字善和字上瀬戸原１８９―７ 井本 健 運輸業、郵便業 https://www.kichinan.co.jp/

古賀産業株式会社 山口県下関市彦島迫町１―４―１０ 古賀 靖 製造業 http://koga-sangyo.com/

周南マリコム株式会社 山口県周南市入船町２―３Ｍａｒｉｃｏｍビル 堀 学明 建設業 www.maricom.co.jp

白井興業株式会社 山口県光市島田２丁目２７番１号 白井 博之 製造業 http://www.shirai-kk.co.jp

株式会社伸和精工 山口県宇部市山中７００―２１ 柳井 宏之 製造業 https://shinwa-seikou.jp/

住吉工業株式会社 山口県下関市長府扇町１―２３ 中村 成志 建設業 https://kogyo.smgp.co.jp/

西峰テクノス株式会社 山口県光市小周防１１０２番地４ 高橋 誠 建設業 http://seiho-t.jp/

株式会社安成工務店 山口県下関市綾羅木新町３―７―１ 安成 信次 建設業 https://www.yasunari.co.jp

山口産業株式会社 山口県宇部市琴芝町１―１―２５ 伊藤 樹包 卸売業、小売業 http://yamasan-grp.co.jp/

ヤマネ鉄工建設株式会社 山口県長門市日置上８８５ 山根 正寛 製造業 http://www.yamanetekkou.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。




