
令和4年3月9日公表
【島根県132件】 (市区町村別・五十音順)

認定法人名 市区町村 業種

アサヒ工業株式会社 松江市 建設業

医療法人いきいき．クリニック 松江市 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者

一畑工業株式会社 松江市 建設業

一畑電気鉄道株式会社 松江市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社一畑百貨店 松江市 小売業

有限会社江角保商店 松江市 小売業

株式会社かすみコーポレーション 松江市 福祉

カナツ技建工業株式会社 松江市 建設業

株式会社金見工務店 松江市 建設業

株式会社島根マツダ 松江市 小売業

株式会社玉造温泉まちデコ 松江市 小売業

株式会社ラッシュ 松江市 福祉

株式会社共立エンジニヤ 松江市 専門・技術サービス業

協和地建コンサルタント株式会社 松江市 建設業

グローバーク株式会社 松江市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社桑原塗装店 松江市 建設業

ごうぎんキャピタル株式会社 松江市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ごうぎんクレジット 松江市 その他

合銀ビジネスサービス株式会社 松江市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社山陰オフィスサービス 松江市 サービス業（他に分類されないもの）

山陰開発コンサルタント株式会社 松江市 専門・技術サービス業

山陰債権回収株式会社 松江市 金融業

ごうぎんリース株式会社 松江市 物品賃貸業

サンベ電気株式会社 松江市 建設業

島根電工株式会社 松江市 建設業
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島根トヨペット株式会社 松江市 小売業

島根日産自動車株式会社 松江市 小売業

松栄株式会社 松江市 金融業

株式会社真幸土木 松江市 建設業

セーフティサポート株式会社 松江市 金融業

ティーエスケイ情報システム株式会社 松江市 卸売業

トーアドットコム株式会社 松江市 小売業

株式会社長岡塗装店 松江市 建設業

樋野電機工業有限会社 松江市 製造業

株式会社フクテコ 松江市 製造業

北陽警備保障株式会社 松江市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ホンダカーズ松江 松江市 小売業

松江一畑交通株式会社 松江市 運輸業

松江商工会議所 松江市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

松江石油株式会社 松江市 小売業

松江土建株式会社 松江市 建設業

松江不動産株式会社 松江市 不動産業

株式会社マツケイ 松江市 情報通信業

円建創株式会社 松江市 建設業

まるなか建設株式会社 松江市 建設業

有限会社森脇モータース 松江市 専門・技術サービス業

株式会社ユニコン 松江市 卸売業

株式会社ラビット 松江市 小売業

株式会社石原製作所 浜田市 サービス業（他に分類されないもの）

石見ケーブルビジョン株式会社 浜田市 情報通信業

株式会社サンクラフト 浜田市 建設業

キョーワ株式会社 浜田市 製造業

島根さんれい株式会社 浜田市 卸売業



橋本商店株式会社 浜田市 運輸業

浜田ガス株式会社 浜田市 電気・ガス・熱供給・水道業

浜田商工会議所 浜田市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

マルハマ食品株式会社 浜田市 製造業

宮田建設工業株式会社 浜田市 建設業

株式会社毛利組 浜田市 建設業

株式会社山本組 浜田市 建設業

株式会社a.step 出雲市 福祉

アラム株式会社 出雲市 サービス業（他に分類されないもの）

イズテック株式会社 出雲市 専門・技術サービス業

出雲一畑交通株式会社 出雲市 運輸業

出雲運送株式会社 出雲市 運輸業

出雲ガス株式会社 出雲市 電気・ガス・熱供給・水道業

出雲商工会議所 出雲市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

株式会社出雲東郷電機 出雲市 製造業

今岡工業株式会社 出雲市 建設業

イマックス株式会社 出雲市 建設業

岩成工業株式会社 出雲市 建設業

株式会社ウシオ 出雲市 小売業

オーケーリース株式会社 出雲市 物品賃貸業

株式会社カイハツ 出雲市 専門・技術サービス業

株式会社勝部農産 出雲市 農業

株式会社ソノ 出雲市 製造業

株式会社ケイショウ 出雲市 サービス業（他に分類されないもの）

山陰建設工業株式会社 出雲市 建設業

山陰パナソニック株式会社 出雲市 卸売業

山陰防災電機株式会社 出雲市 建設業

三和興業株式会社 出雲市 卸売業



株式会社シーエスエー 出雲市 情報通信業

株式会社シンコー工業 出雲市 建設業

株式会社ジンザイスチール 出雲市 建設業

株式会社石販 出雲市 卸売業

株式会社トーソク 出雲市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社中筋組 出雲市 建設業

西尾自動車株式会社 出雲市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社バイタルリード 出雲市 専門・技術サービス業

ヒカワ工業株式会社 出雲市 建設業

株式会社フクダ 出雲市 建設業

株式会社古川コンサルタント 出雲市 専門・技術サービス業

株式会社恵工業 出雲市 不動産業

有限会社渡邊水産 出雲市 製造業

有限会社アルソアおおたに 益田市 卸売業

大畑建設株式会社 益田市 建設業

株式会社キューサイファーム島根 益田市 農業

有限会社新興運輸 益田市 運輸業

高橋建設株式会社 益田市 建設業

中国道路株式会社 益田市 建設業

東西建設有限会社 益田市 建設業

株式会社野村組 益田市 建設業

有限会社保険センタートキオ 益田市 保険業

株式会社ホンダカーズ石見 益田市 小売業

株式会社丸田 益田市 卸売業

みつわ工業有限会社 益田市 建設業

株式会社ランドマック 益田市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社マツダオートザム島根大田 大田市 専門・技術サービス業

アクアシステム株式会社 安来市 建設業



株式会社大島工務所 安来市 建設業

有限会社山陰ユーピー販売 安来市 卸売業

平井建設株式会社 安来市 建設業

株式会社ホンムラ 安来市 卸売業

有限会社ライフスタイル東光 安来市 福祉

浅利観光株式会社 江津市 宿泊業

株式会社井上組 江津市 建設業

有限会社島根環境保全センター 江津市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社住京蒲鉾店 江津市 製造業

永井建設株式会社 江津市 建設業

株式会社原工務所 江津市 建設業

有限会社オートボデー・ケイ 雲南市 小売業

株式会社田部 雲南市 飲食サービス業

株式会社サンエイト 奥出雲町 建設業

仁多郡森林組合 奥出雲町 林業

株式会社丸共 奥出雲町 小売業

株式会社新興建設コンサルタント 川本町 専門・技術サービス業

山興緑化有限会社 美郷町 製造業

株式会社大屋ハイテック 邑南町 専門・技術サービス業

有限会社小林モータース 邑南町 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社KENSO 津和野町 建設業

有限会社宗正建設 吉賀町 建設業

株式会社前川商会 隠岐の島町 保険業


