
令和3年3月4日発表

（経済産業省の認定順）

No. 認定法人名 市区町村 備考

1 オタフクホールディングス株式会社 広島市 ブライト500として認定

2 共同食品工業株式会社 呉市 ブライト500として認定

3 ベンダ工業株式会社 呉市 ブライト500として認定

4 株式会社八天堂 三原市 ブライト500として認定

5 アテル株式会社 福山市 ブライト500として認定

6 社会福祉法人アンダンテ 福山市 ブライト500として認定

7 伊豆義株式会社 福山市 ブライト500として認定

8 こだま食品株式会社 福山市 ブライト500として認定

9 サルボ両備株式会社 福山市 ブライト500として認定

10 株式会社中国トラベル 福山市 ブライト500として認定

11 マルケー食品株式会社 福山市 ブライト500として認定

12 石原工作株式会社 府中市

13 株式会社福山パトロール 府中市

14 有限会社ワタセモールド 府中市

15 株式会社アイオライト 広島市

16 株式会社アイグランホールディングス 広島市

17 アイ保険サービス株式会社 広島市

18 株式会社アルツト 広島市

19 株式会社エム・アール・ピー 広島市

20 大塚器械株式会社 広島市

21 株式会社カーファクトリーエム 広島市

22 川中醤油株式会社 広島市

23 紀陽コーテック株式会社 広島市

24 楠原壜罐詰工業株式会社 広島市

25 株式会社グローバル 広島市

26 株式会社桑原組 広島市

27 株式会社弘法 広島市

28 社会保険労務士法人サトー 広島市

29 三栄産業株式会社 広島市

30 三栄パブリックサービス株式会社 広島市

31 三光産業株式会社 広島市

32 株式会社サンポール 広島市

33 株式会社シンコー 広島市

34 株式会社新星工業社 広島市

35 株式会社シンモト自動車 広島市

36 株式会社体育社 広島市

37 高田通商有限会社 広島市

38 社会保険労務士法人たんぽぽ会 広島市

39 株式会社ちゅうせき 広島市

40 中和建設工業株式会社 広島市

41 株式会社ティーエスハマモト 広島市

42 デジタルソリューション株式会社 広島市
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43 株式会社東京海上日動パートナーズ中国四国 広島市

44 東洋省力株式会社 広島市

45 中村角株式会社 広島市

46 株式会社西日本エイテック 広島市

47 ハーコブ株式会社 広島市

48 株式会社広島県リースタオル 広島市

49 株式会社ポップジャパン 広島市

50 株式会社マエダハウジング 広島市

51 株式会社まこと屋 広島市

52 株式会社ミカサ 広島市

53 株式会社ミナガネット 広島市

54 株式会社ミヨマル 広島市

55 宗盛電気サービス株式会社 広島市

56 株式会社ムラカワ 広島市

57 株式会社ゆたか 広島市

58 有限会社吉原運送 広島市

59 令和スイッチ株式会社 広島市

60 株式会社ロイヤルコーポレーション 広島市

61 呉商工会議所 呉市

62 株式会社コトブキソリューション 呉市

63 中国化薬株式会社 呉市

64 株式会社トライ・エックス 呉市

65 竹原商工会議所 竹原市

66 株式会社テック 竹原市

67 第日工業株式会社 三原市

68 有限会社Ｔグループ 三原市

69 藤原商事株式会社 三原市

70 三原テレビ放送株式会社 三原市

71 共和工機株式会社 尾道市

72 迫田運送株式会社 尾道市

73 株式会社山本製作所 尾道市

74 株式会社アイエスツール 福山市

75 青葉印刷株式会社 福山市

76 株式会社アペックスフーズ 福山市

77 株式会社井笠バスカンパニー 福山市

78 有限会社稲葉産業 福山市

79 映クラ株式会社 福山市

80 株式会社かこ川商店 福山市

81 株式会社キャステム 福山市

82 株式会社キャッスルコーポレーション 福山市

83 株式会社三共冷熱 福山市

84 株式会社三幸社 福山市

85 株式会社シーケイエス・チューキ 福山市

86 株式会社繁山興業 福山市

87 昌和産業有限会社 福山市

88 株式会社中国バス 福山市

89 鞆鉄道株式会社 福山市

90 日神運輸株式会社 福山市
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91 林田工業株式会社 福山市

92 広建コンサルタンツ株式会社 福山市

93 株式会社フィッツ 福山市

94 福山ガス株式会社 福山市

95 福山商工会議所 福山市

96 福山青果株式会社 福山市

97 福山名和運輸株式会社 福山市

98 株式会社福山臨床検査センター 福山市

99 有限会社プラン・ドゥ 福山市

100 豊栄電業株式会社 福山市

101 有限会社堀本精工 福山市

102 株式会社ミツボシコーポレーション 福山市

103 株式会社メディアテック一心 福山市

104 株式会社八杉商店 福山市

105 株式会社ヨコセロ 福山市

106 株式会社ラックス 福山市

107 大津建設株式会社 三次市

108 株式会社東洋広告 三次市

109 有限会社はなわ 三次市

110 小林建設株式会社 庄原市

111 株式会社アサヒテクノリサーチ 大竹市

112 おおたけ株式会社 大竹市

113 小田光株式会社 大竹市

114 竹の子の里株式会社 大竹市

115 有限会社ＧＵＴＳ 東広島市

116 株式会社上垣組 東広島市

117 ジェネシスアイ株式会社 東広島市

118 中国精螺株式会社 東広島市

119 中国プラント株式会社 東広島市

120 株式会社日興ホーム 東広島市

121 株式会社ＨＩＶＥＣ 東広島市

122 東広島商工会議所 東広島市

123 豊国工業株式会社 東広島市

124 株式会社本宮商会 東広島市

125 株式会社くらしのオハナ 廿日市市

126 株式会社高宮運送 廿日市市

127 廿日市商工会議所 廿日市市

128 株式会社広島精機 廿日市市

129 広島ガス高田販売株式会社 安芸高田市

130 広洋工業株式会社 海田町

131 荻野工業株式会社 熊野町

132 株式会社千代田工務店 北広島町

133 有限会社ハナキ保険企画 北広島町


