
健康宣言事業所一覧（松江市)

※掲載順は、事業所記号順です。

事業所名称

株式会社 赤徳商店

有限会社 明石医科器械店

株式会社 アトラス

アサヒ工業 株式会社

株式会社 アルチ

アイム 株式会社

有限会社 アート一陽

朝日生コンクリート工業株式会社

明石屋株式会社

株式会社 アミーゴ島根

特定営利活動法人あしぶえ

飛鳥警備保障株式会社

特定営利活動法人あすのひかり

株式会社 ありがとう創造社

一畑電気鉄道株式会社

株式会社一畑トラベルサービス

有限会社 井谷賀造園

一畑住設株式会社

有限会社 伊藤金次郎商店

株式会社 イトハラ水産

イワタニ山陰 株式会社

一畑バス株式会社

株式会社 一畑百貨店

医療法人いきいき.クリニック

岩田電気 株式会社

株式会社 今井書店

石田電気水道有限会社

一畑工業株式会社

株式会社 いちい

イワケン工業 株式会社

特別養護老人ホームうぐいす苑

有限会社 酒屋の宇山

有限会社 植富



株式会社 ウエヤマ

有限会社 雲南石油商会

有限会社 江角保商店

株式会社 ヱムシｰ スクエア

株式会社 エブリプラン

株式会社エルピーガスセンター松江

エム・コーテック 株式会社

株式会社 ＭＩしまね

株式会社 ＳＫＳＳ

株式会社 エバーコム

有限会社 エヌ･アール･シー

株式会社 エイエム建設コンサルタント

ＡＡＯ 株式会社

株式会社 エースカンパニー

ＳＣアドクロス 株式会社

有限会社 三英堂

有限会社 お茶の三幸園

株式会社小草建築設計事務所

有限会社オーリー

株式会社 大生コン

株式会社 オレンジロード

大塚真理子社会保険労務士事務所 大塚 真理子

株式会社 ｏｂｊｅｃｔ

カナツ技建工業株式会社

狩野運送株式会社

株式会社 金見工務店

社会福祉法人 上口福祉会ケアハウス 古志原ヒルズ

社会福祉法人 上口福祉会なかよし保育園

景山達税理士事務所

笠浦大敷網漁業 株式会社

株式会社 勝部石材店

株式会社 加藤興

株式会社かすみコーポレーション

協和地建コンサルタント株式会社

株式会社 木村工務所

協和通信工業株式会社

企業警備保障株式会社

株式会社協和警備保障

有限会社キョウワビルト工業



医療法人社団 吉祥会

株式会社 協立

有限会社グランドホテル水天閣

株式会社 桑原塗装店

一般財団法人くにびきメッセ

特定営利活動法人久米の家

有限会社 クリ―ンサ―ビス

グローバーク 株式会社

株式会社 クリアプラス

クラフトアップ 株式会社

社会福祉法人 恵泉会愛恵保育園

株式会社 建新化工

社会福祉法人 敬仁会

有限会社ケアサポートことぶき

有限会社 ＫＣサポート

警友 株式会社

社会福祉法人恵生会錦新町保育園

社会福祉法人恵生会浜佐田保育園

社会福祉法人恵生会松原保育園

株式会社 コダマ

株式会社 コーアガス島根

有限会社 珈琲館

株式会社 コスモブレイン

企業組合 廣和包装

社会福祉法人 湖北ふれあい

有限会社コスモ警備保障

宍道湖建設 株式会社

有限会社 コタニ

株式会社 コダマサイエンス

小松電機産業株式会社

医療法人財団 公仁会

社会福祉法人 湖朋会

有限会社 黒潮社

山陰運送株式会社

山陰水道工業株式会社

株式会社 産機

山陰クボタ水道用材株式会社

株式会社 彩雲堂

株式会社 山陰中央新報社



株式会社 佐々木建設

株式会社 山海

山陰中央新報松江南販売株式会社

株式会社 さんびる

株式会社 三栄電機工業

株式会社 山陰基礎

株式会社 サンテクノス

株式会社山陰ディ―ゼル商事

有限会社 サンシヤイン

有限会社 三和不動産

サンベ電気 株式会社

有限会社 山陰オルソテック

山陰酸素エンジニアリング株式会社

株式会社 山陰物流サービス

三和電工株式会社

株式会社 山光食品

社会福祉法人 山陰家庭学院

株式会社 サン・リンク

株式会社 山陰管財

株式会社 ｻﾝ･ﾘﾝｸ ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅あんじょ

株式会社 さんちゃんマート

株式会社 ざぶーん

株式会社さんちゃんファーム

山陰開発コンサルタント株式会社

株式会社 オンチョウ

株式会社 サン・セロ

株式会社 佐藤組

一般社団法人 島根県医師会

島根県酒造組合

一般社団法人島根県建設業協会

公益財団法人しまね国際センター

松栄株式会社

株式会社 シマカ

一般財団法人島根県交通安全協会

新東洋板株式会社

公益社団法人島根県畜産振興協会

株式会社 島根事務機

株式会社 島根東亜建物管理

島根県社会福祉事業団



公益財団法人島根県環境保健公社

公益財団法人しまね産業振興財団

一般社団法人島根県農協電算センター

株式会社 松和

株式会社 真幸土木

株式会社 昭和建装

一般社団法人島根県薬剤師会

一般社団法人 島根県指定自動車教習所協会

一般社団法人島根県安全運転管理者協会

一般財団法人島根県水泳連盟

島根県社会保険労務士会

公益社団法人島根県看護協会

株式会社 伸興サンライズ

新和設備工業株式会社

シンセイ技研 株式会社

株式会社 ジェットシステム

一般社団法人島根県労働者福祉協議会

島根県国民健康保険団体連合会

医療法人 社団創健会

株式会社 システムリンク

社会福祉法人島根ライトハウス

社会福祉法人 松豊会

島根大学生活協同組合

島根電工株式会社

島根県中小企業団体中央会

島根県農業信用基金協会

一般社団法人島根県物産協会

社会福祉法人 しらゆり会

社会福祉法人島根県社会福祉協議会

松栄印刷 有限会社

島根水道 株式会社

ＪＵＫＩ松江株式会社

特定営利活動法人しんじ湖スポーツクラブ

社会保険労務士法人村松事務所

株式会社 新松工業

有限会社 松陽印刷所

島根県農業協同組合くにびき地区本部

一般社団法人島根県歯科医師会

セコムジャスティック山陰株式会社



生活協同組合 しまね

社会福祉法人双樹学院

合資会社 第弍商会

有限会社 高浜印刷

大昌株式会社

株式会社 太陽電機製作所

株式会社 太閤堂

有限会社 たしろ

株式会社玉造グランドホテル⾧生閣

有限会社 竹谷運送

株式会社 玉造温泉まちデコ

株式会社 高宮電気

株式会社 ＴＡＭＡＹＡ

株式会社 大和サービス

株式会社 太陽水道工事

株式会社 竹杉

社会福祉法人 竹矢福祉会わかたけ保育園

株式会社 中央ビル

株式会社 ⾧楽園

株式会社 紬

株式会社テクノプロジェクト

株式会社 テクノア

テクノ工業株式会社

ティ―エスケイ情報システム株式会社

ＴＥＲＡＭＯＴＯ社会保険労務士法人

株式会社トヨタレンタリース島根

トーアドットコム株式会社

有限会社 友田大洋堂

有限会社東洋ユニフォ―ムセンタ―

有限会社ドライブインはしもと

株式会社 トレンド

東警 株式会社

株式会社 ⾧岡塗装店

有限会社 中村茶舗

中浦食品 株式会社

有限会社 なにわ旅館

有限会社 南目製粉

中手商事株式会社

有限会社 ⾧岡屋



日商機材株式会社

日新化成株式会社

株式会社 日西テクノプラン

株式会社 庭の川島

日東電装有限会社

日発工業 株式会社

日本交通株式会社

ニューソート電機株式会社

社会福祉法人 虹の子福祉会

西日本ホ―ム 株式会社

税理士法人 錦織会計事務所

株式会社日本海技術コンサルタンツ

日進技建 有限会社

社会福祉法人ねむの木福祉会

有限会社 乃木タクシ―

社会福祉法人 乃木愛育会乃木保育所

野白保温有限会社

株式会社 はらぶん

原田トレ―デイング株式会社

株式会社 博愛社

株式会社 原商

株式会社 ハートピアコーポレーション

はつみ交通株式会社

株式会社 花みずきナースステーション

ハウジング･スタッフ株式会社

有限会社 ヒロノ製作所

農事組合法人 ビスケット

有限会社 福島造船鉄工所

株式会社 藤忠

株式会社 藤原鉄工所

有限会社 富士見自工

フジキコ―ポレ―ション株式会社

双葉建設有限会社

有限会社 福田鉄工所

株式会社 福島石油

有限会社 フロ―レス

有限会社 福吉

公益財団法人ふるさと島根定住財団

有限会社 フクワ工業



株式会社 フジックス

富士湖南 株式会社

ユウベル 株式会社

株式会社 ホテル一畑

北陽警備保障株式会社

株式会社 ホンダクリオ島根

株式会社 豊洋

株式会社 ホクト

北陽工業株式会社

株式会社 ホンダカーズ松江

株式会社 安心サポート

合同会社 ほのぼの

社会福祉法人 松江福祉会

株式会社 松尾工務店

株式会社松江浜乃木自動車教習所

株式会社さんわファクトリー

松江土建株式会社

松江商工会議所

有限会社 松江皆美館

株式会社松江城北自動車教習所

有限会社 松江会計事務所

株式会社 たなべの杜

松江一畑交通株式会社

マツエ通信工業 株式会社

株式会社 マツケイ

公益財団法人 松江市スポーツ・文化振興財団

まるなか建設株式会社

松江電装株式会社

松江森林組合

松江市上下水道局

公益社団法人 松江市シルバー人材センター

一般社団法人 松江観光協会

有限会社 アゴ弁

円建創株式会社

マツチカ 株式会社

特定営利活動法人 まごころサービス松江センター

マリエ・やしろ 株式会社

有限会社 松の湯

有限会社 丸エム



株式会社松江テクノサービス

まつえ南商工会

まつえ北商工会

株式会社 松屋開盛堂

株式会社 松江三和部品商会

株式会社 エムテック

松江保健生活協同組合

松江市社会福祉協議会

株式会社 松文オフテック

松江市役所

松江市教育委員会

有限会社 松江測地社

株式会社 マツヤ神戸屋

医療法人 青葉会松江青葉病院

松江連合青果株式会社

松江石油株式会社

株式会社 三原電工

有限会社 三島商事

株式会社 みしまや

株式会社 宮田薬品

三島運輸有限会社

株式会社 ミック

宗教法人 美保神社

デイサービスセンターえびすの郷

株式会社 ミライエ

株式会社 みどり整体

株式会社 メディアスコープ

有限会社 森脇モータース

モリツウ 株式会社

モルツウェル 株式会社

森岡社会保険労務士法人

安島工業株式会社

株式会社 八束電工

矢野建築設計事務所有限会社

有限会社 山本梱包

有限会社 八雲自動車

株式会社 やつかの郷

株式会社 ユニコン

雄和建設有限会社



株式会社 ユニティー

社会福祉法人 四ツ葉福祉会

株式会社ライブ・コンサルタント

株式会社 ラッシュ

株式会社ライフサポート山陰

株式会社 Ｌａｕｇｈ

糧栄不動産 株式会社

株式会社 リアライズ

和幸電通株式会社

和幸 株式会社

若林建設 株式会社

社会福祉法人 若草福祉会

株式会社 ペンタスネット

渡部印刷株式会社

有限会社 フクダ塗装

社会福祉法人縁むすび福祉会

東京靴 株式会社

浅利観光 株式会社

有限会社 アグス

有限会社 いやタクシー

泉空調設備有限会社

有限会社 石原溶接

エステック株式会社

狩野自工 株式会社

株式会社 トウケン

越野組 有限会社

株式会社三栄ホールディングス

株式会社 サンエーセイミツ

株式会社 三栄

松栄設備株式会社

株式会社 シンワ

株式会社 昌栄工業

株式会社 しんわ

社会福祉法人 草雲会

株式会社 ﾀﾞｲﾔｺﾝﾋﾟﾕｰﾀｻｰﾋﾞｽ

有限会社 野津善助商店

野電機工業 有限会社

株式会社 フクテコ

プラスｌ技建 株式会社



宝持運輸株式会社

株式会社 丸加石材工業

丸高工業株式会社

医療法人 三浦医院

三菱マヒンドラ農機株式会社

三菱農機労働組合

菱農エンジニアリング株式会社

リョーノーファクトリー株式会社

和光産業株式会社

有限会社 海士物産

株式会社 田部


