
令和4年3月9日公表
【広島県273件】 (市区町村別・五十音順)

認定法人名 市区町村 業種

株式会社アイエムシーユナイテッド 広島市 その他

株式会社アイグランホールディングス 広島市 その他

株式会社アイサポート 広島市 サービス業（他に分類されないもの）

アイ保険サービス株式会社 広島市 保険業

アクト中食株式会社 広島市 卸売業

株式会社アルツト 広島市 学習支援業

株式会社ＥＣＳ 広島市 情報通信業

株式会社ウツミ屋総合サービス 広島市 金融業

株式会社A COMMUNITY 広島市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社エム・アール・ピー 広島市 専門・技術サービス業

ＭＳ中国株式会社 広島市 保険業

大塚器械株式会社 広島市 卸売業

大保電業株式会社 広島市 建設業

オタフクホールディングス株式会社 広島市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社大賀商会 広島市 卸売業

株式会社キャピタルコーポレーション 広島市 飲食サービス業

株式会社BESS廣岡 広島市 建設業

株式会社向井製作所 広島市 製造業

川中醤油株式会社 広島市 製造業

紀陽コーテック株式会社 広島市 製造業

株式会社共美工芸 広島市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社共和保険サービス 広島市 金融業

株式会社くうねあ 広島市 福祉

楠原壜罐詰工業株式会社 広島市 製造業

グリーンライフ損保株式会社 広島市 保険業

クリエイティブ・エージェント株式会社 広島市 建設業

健康経営優良法人2022（中小規模法人部門）（※ブライト500を除く）認定法人一覧



株式会社クローバー 広島市 福祉

株式会社グローバル 広島市 学習支援業

株式会社グロー物流 広島市 運輸業

株式会社桑原組 広島市 建設業

株式会社Ｋ．Ｔ．Ｄ 広島市 建設業

医療法人健康倶楽部 広島市 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者

株式会社弘法 広島市 卸売業

小林株式会社 広島市 卸売業

株式会社コンプリート・サークル 広島市 飲食サービス業

合同会社サーカス 広島市 金融業

社会保険労務士法人サトー 広島市 学術研究

三栄産業株式会社 広島市 サービス業（他に分類されないもの）

三栄パブリックサービス株式会社 広島市 サービス業（他に分類されないもの）

三光産業株式会社 広島市 卸売業

株式会社サント 広島市 建設業

株式会社サンポール 広島市 製造業

山陽建工株式会社 広島市 建設業

株式会社システムフレンド 広島市 情報通信業

社会福祉法人正仁会 広島市 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者

株式会社シンコー 広島市 製造業

シンコースポーツ中国株式会社 広島市 その他

株式会社新星工業社 広島市 その他

株式会社シンモト自動車 広島市 小売業

大邦テクノプラント株式会社 広島市 建設業

社会保険労務士法人たんぽぽ会 広島市 専門・技術サービス業

株式会社中国新聞社 広島市 情報通信業

株式会社ちゅうせき 広島市 卸売業

中和建設工業株式会社 広島市 建設業

DH8株式会社 広島市 情報通信業



株式会社ティーエスハマモト 広島市 建設業

デジタルソリューション株式会社 広島市 情報通信業

株式会社東京海上日動パートナーズ中国四国 広島市 保険業

東洋省力株式会社 広島市 製造業

株式会社トータテコミュニティ 広島市 不動産業

トータテ住宅販売株式会社 広島市 不動産業

株式会社トータテ都市開発 広島市 不動産業

株式会社トータテハウジング 広島市 建設業

株式会社トータテホールディングス 広島市 不動産業

株式会社トータテ保険サービス 広島市 保険業

株式会社トータテリフォームセンター 広島市 建設業

中村角株式会社 広島市 卸売業

株式会社中本本店 広島市 製造業

南条装備工業株式会社 広島市 製造業

株式会社西日本エイテック 広島市 サービス業（他に分類されないもの）

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社 広島市 建設業

日化ポリマー中国株式会社 広島市 製造業

株式会社ニムラ 広島市 製造業

沼田建設株式会社 広島市 建設業

ハーコブ株式会社 広島市 運輸業

畠山建設株式会社 広島市 建設業

株式会社八紘 広島市 建設業

株式会社ハンズ 広島市 保険業

株式会社ビーアールホールディングス 広島市 建設業

ビットリバー株式会社 広島市 情報通信業

広島ガスメイト株式会社 広島市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社広島県リースタオル 広島市 生活関連サービス業

社会福祉法人ひろしま四季の会 広島市 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者

株式会社ヒロセキ 広島市 卸売業



株式会社ヒロツク 広島市 製造業

株式会社ポップジャパン 広島市 製造業

株式会社マエダハウジング 広島市 建設業

株式会社まこと屋 広島市 小売業

株式会社松田組 広島市 建設業

株式会社ミヨマル 広島市 建設業

宗盛電気サービス株式会社 広島市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ムラカワ 広島市 建設業

八洲管理株式会社 広島市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社山根冷熱 広島市 不明

株式会社湯川組 広島市 建設業

株式会社ゆたか 広島市 医療

有限会社吉原運送 広島市 運輸業

理研産業株式会社 広島市 卸売業

令和スイッチ株式会社 広島市 建設業

株式会社ユーエムエス 広島市 運輸業

井本建設株式会社 呉市 建設業

共同食品工業株式会社 呉市 製造業

呉商工会議所 呉市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

株式会社コトブキソリューション 呉市 情報通信業

中国化薬株式会社 呉市 製造業

株式会社奈良運送 呉市 運輸業

ニッキフッコー株式会社 呉市 卸売業

株式会社やまもと住研 呉市 建設業

竹原商工会議所 竹原市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

株式会社アトラック 三原市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社平田空調 三原市 建設業

有限会社関西ビックス 三原市 製造業

山陽トラック株式会社 三原市 運輸業



藤原商事株式会社 三原市 サービス業（他に分類されないもの）

三原商工会議所 三原市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

三原テレビ放送株式会社 三原市 情報通信業

アンデックス株式会社 尾道市 製造業

因島商工会議所 尾道市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

王庫運輸有限会社 尾道市 運輸業

尾道商工会議所 尾道市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

株式会社カープランニング広島 尾道市 専門・技術サービス業

株式会社オクモト 尾道市 卸売業

株式会社まるじょう 尾道市 製造業

株式会社三谷製作所 尾道市 製造業

カメダライン株式会社 尾道市 運輸業

共和工機株式会社 尾道市 卸売業

クニヒロ株式会社 尾道市 製造業

迫田運送株式会社 尾道市 運輸業

株式会社誠和 尾道市 福祉

株式会社ホンダカーズ尾道 尾道市 小売業

有限会社松本工業所 尾道市 製造業

株式会社ミネ技術 尾道市 専門・技術サービス業

株式会社山本製作所 尾道市 製造業

有限会社川辺運送店 尾道市 運輸業

株式会社アイエスツール 福山市 製造業

アドバンスシステム株式会社 福山市 専門・技術サービス業

株式会社アペックスフーズ 福山市 卸売業

有木株式会社 福山市 製造業

株式会社井笠バスカンパニー 福山市 運輸業

有限会社稲葉産業 福山市 建設業

占部建設工業株式会社 福山市 建設業

株式会社エースシステムズ 福山市 サービス業（他に分類されないもの）



映クラ株式会社 福山市 飲食サービス業

有限会社大下木型製作所 福山市 製造業

株式会社尾熊設備 福山市 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社カネソ２２ 福山市 製造業

株式会社QOLサービス 福山市 福祉

株式会社仲心 福山市 建設業

株式会社キャステム 福山市 製造業

株式会社キャッスルコーポレーション 福山市 サービス業（他に分類されないもの）

共和工業株式会社 福山市 製造業

黒田工業株式会社 福山市 製造業

株式会社ゲットレディー 福山市 サービス業（他に分類されないもの）

サルボ両備株式会社 福山市 飲食サービス業

株式会社三共冷熱 福山市 建設業

株式会社三幸社 福山市 建設業

三平興業株式会社 福山市 サービス業（他に分類されないもの）

三洋建材株式会社 福山市 建設業

山陽染工株式会社 福山市 製造業

山陽パッケージシステム株式会社 福山市 製造業

株式会社シーケイエス・チューキ 福山市 製造業

株式会社繁山興業 福山市 建設業

社会保険労務士法人野島事務所 福山市 専門・技術サービス業

昌和産業有限会社 福山市 卸売業

株式会社伸友 福山市 卸売業

スガナミ物産株式会社 福山市 卸売業

株式会社大造産業 福山市 建設業

ダイヤ石油株式会社 福山市 小売業

大和建設株式会社 福山市 建設業

大和ツキ板産業株式会社 福山市 製造業

高正株式会社 福山市 運輸業



有限会社タクミ 福山市 建設業

株式会社たていし園 福山市 卸売業

株式会社中国トラベル 福山市 生活関連サービス業

株式会社中国バス 福山市 運輸業

中国紡織株式会社 福山市 製造業

東洋電機株式会社 福山市 サービス業（他に分類されないもの）

東和工業株式会社 福山市 製造業

鞆鉄道株式会社 福山市 運輸業

有限会社豚珍館 福山市 飲食サービス業

中尾鋼業有限会社 福山市 建設業

株式会社なかやま牧場 福山市 小売業

日動化学工業株式会社 福山市 製造業

日神運輸株式会社 福山市 運輸業

林田工業株式会社 福山市 製造業

美建工業株式会社 福山市 製造業

広建コンサルタンツ株式会社 福山市 専門・技術サービス業

広島化成株式会社 福山市 製造業

株式会社フィッツ 福山市 その他

福山オートサービス株式会社 福山市 運輸業

福山ガス株式会社 福山市 電気・ガス・熱供給・水道業

福山自動車サービス有限会社 福山市 専門・技術サービス業

福山スチールセンター株式会社 福山市 製造業

福山青果株式会社 福山市 卸売業

福山熱煉工業株式会社 福山市 製造業

福山名和運輸株式会社 福山市 運輸業

株式会社福山臨床検査センター 福山市 医療

株式会社フジタ商事 福山市 小売業

有限会社プラン・ドゥ 福山市 サービス業（他に分類されないもの）

豊栄電業株式会社 福山市 建設業



ホーコス株式会社 福山市 製造業

有限会社堀本精工 福山市 製造業

株式会社Mars 福山市 建設業

株式会社松原組 福山市 建設業

有限会社丸加製作所 福山市 不明

丸加ホールディングス株式会社 福山市 サービス業（他に分類されないもの）

マルケー食品株式会社 福山市 製造業

丸玉帽子株式会社 福山市 卸売業

マルフジフォーム工業有限会社 福山市 建設業

株式会社御池鐵工所 福山市 製造業

株式会社ミツボシコーポレーション 福山市 卸売業

株式会社三原三共アメニティ 福山市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社メディアテック一心 福山市 建設業

株式会社八杉商店 福山市 卸売業

山本工業株式会社 福山市 製造業

有限会社山本鉄工所 福山市 製造業

株式会社ヨコセロ 福山市 卸売業

ラックス建設株式会社 福山市 建設業

ラックス不動産株式会社 福山市 建設業

リリーフ株式会社 福山市 サービス業（他に分類されないもの）

石原工作株式会社 府中市 製造業

イノチオ精興園株式会社 府中市 農業

株式会社タテイシ広美社 府中市 その他

ヒロボー株式会社 府中市 製造業

株式会社福山パトロール 府中市 サービス業（他に分類されないもの）

府中商工会議所 府中市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

有限会社ワタセモールド 府中市 製造業

大津建設株式会社 三次市 建設業

有限会社君田交通 三次市 サービス業（他に分類されないもの）



株式会社東洋広告 三次市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社はなわ 三次市 小売業

ミサワ環境技術株式会社 三次市 建設業

三次商工会議所 三次市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

有限会社大杉組 三次市 建設業

庄原商工会議所 庄原市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

備北交通株式会社 庄原市 運輸業

広島みどり信用金庫 庄原市 金融業

宮田建設株式会社 庄原市 建設業

株式会社アサヒテクノリサーチ 大竹市 専門・技術サービス業

おおたけ株式会社 大竹市 卸売業

小田光株式会社 大竹市 卸売業

竹の子の里株式会社 大竹市 福祉

有限会社ＧＵＴＳ 東広島市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社上垣組 東広島市 建設業

株式会社サタケ 東広島市 製造業

ジェネシスアイ株式会社 東広島市 専門・技術サービス業

中国精螺株式会社 東広島市 製造業

中国プラント株式会社 東広島市 建設業

株式会社日興ホーム 東広島市 建設業

株式会社ＨＩＶＥＣ 東広島市 その他

東広島商工会議所 東広島市 公法人、特殊法人（地方公共団体、独立行政法人、公共組
合、公団、公社、事業団 等）

藤原メセナ建設株式会社 東広島市 建設業

豊国工業株式会社 東広島市 製造業

株式会社本宮商会 東広島市 卸売業

株式会社Ｉ’ｓＢｒａｉｎ 廿日市市 小売業

今井運送株式会社 廿日市市 運輸業

株式会社ドプコ 廿日市市 建設業

社会福祉法人宙 廿日市市 医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者



新十和運輸株式会社 廿日市市 運輸業

株式会社高宮運送 廿日市市 運輸業

廿日市商工会議所 廿日市市 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

株式会社広島精機 廿日市市 製造業

株式会社熊高組 安芸高田市 建設業

広島ガス高田販売株式会社 安芸高田市 電気・ガス・熱供給・水道業

新和金属株式会社 府中町 製造業

広洋工業株式会社 海田町 製造業

マツダ部品広島販売株式会社 坂町 卸売業

株式会社ダスキンプロダクト中四国 北広島町 製造業

株式会社千代田工務店 北広島町 建設業

株式会社チヨダパック 北広島町 製造業

株式会社ハタヤデザイン 北広島町 製造業

有限会社ハナキ保険企画 北広島町 保険業

広島イーグル株式会社 北広島町 製造業


