
（50音順）

ア行

株式会社　ア―ク

有限会社　アーク企画

アーチ広島　社会保険労務士法人

株式会社　アールテック・リジョウ

株式会社　あいウェル

株式会社　アイエスツール

株式会社　アイ・エム・シー　ユナイテッド

有限会社　相生館

株式会社　アイグラン

株式会社　アイ・グラン・ソリューション

株式会社　アイグランホールディングス

株式会社　愛光園

株式会社　Ｉ’ｓ　Ｂｒａｉｎ

アイソック　株式会社

株式会社　アイディオー

アイメディア　株式会社

株式会社　青木建設

青葉印刷　株式会社

株式会社　アカリ工業

安芸農業協同組合

株式会社　アクトシステムズ

株式会社　ＡΤＨＥＲ

旭調温工業　株式会社

有限会社　アジ工業

アシナトランジット　株式会社

株式会社　アスぺック

アズレイバーサービス　株式会社

アテル　株式会社

株式会社　アトラック

有限会社　阿吹運送店

株式会社　アペックスフーズ

綾目精機　株式会社

令和2年度ひろしま企業健康宣言認定事業所一覧（令和2年9月2日現在）

※令和元年度の健康づくりへの取り組みに対して、認定基準を満たされた事業所を掲載

しております。（公開を希望されていない事業所については掲載しておりません）



株式会社　荒谷建設コンサルタント

有木　株式会社

株式会社　有馬労働衛生コンサルタント事務所

アルサイド工業　株式会社

株式会社　アルツト

株式会社　アロマニッキ

粟根建設　株式会社

社会福祉法人　アンダンテ

株式会社　イーアールイー

ｅ-情報プロモーション　株式会社

株式会社　井笠バスカンパニー

池田興業　株式会社　三原支店

池田興業株式会社　福山支店

いしおか医院　石岡英彦

出雲建設　株式会社

伊豆義　株式会社

株式会社　ヰセキ中四国

株式会社　いただに工業

株式会社　井上リライアンス

今井運送　株式会社

葦陽薬品　株式会社

株式会社　インパルスコーポレーション

有限会社　ウェルケア

株式会社　ウメソー

占部建設工業　株式会社

有限会社　英伸建設

永進産業　株式会社

株式会社　ＨＣＴ

株式会社　エイパス

医療法人社団　永楽会　前田病院

株式会社　永和

株式会社　エス・エフ・ケイ　ハーモニー

株式会社　ＳＲＰ

江田島バス　株式会社

株式会社　エヌ・オーグループ

有限会社　胡タクシー

株式会社　ＦＩテック

株式会社　エフ・ケー・シー

株式会社　ＦＣコミュニケーションズ



株式会社　エポカケアサービス

株式会社　Ｍ＆Ｃコラボレイション

株式会社　エル・コ

王庫運輸　有限会社

有限会社　大朝交通

医療法人社団おおうち総合健診所　くにき内科

株式会社　ＯＭＵクリエイト

大下工業　株式会社

有限会社　大杉組

大立　稔　税理士事務所　大立　稔

大津建設　株式会社

株式会社　大歳組

株式会社　大之木ダイモ

大宮工業　株式会社

株式会社　岡明運送

有限会社　岡村商運

岡山県貨物運送株式会社　福山主管支店

岡山交通株式会社　中国交通カンパニー

株式会社　オガワエコノス

株式会社　オキ

株式会社　オキタ石油

荻野工業　株式会社

有限会社　奥本鉄工所

お好みフーズ　株式会社

オタフクソース　株式会社

オタフクホールディングス　株式会社

小田光　株式会社

社会福祉法人　尾道さつき会

社会福祉法人　尾道のぞみ会

オフィスたいよう　合同会社

株式会社　オフィスフローレ

株式会社　オンザリンクス

社会福祉法人恩賜財団　済生会支部　広島県済生会

カ行

株式会社　カーテック

有限会社　カープタクシー

社会福祉法人　海田町社会福祉協議会

海田町役場

株式会社　ＫАＩＴＡＫ



カイハラ　株式会社

カイハラ産業　株式会社

偕楽総合ケア　株式会社

社会福祉法人　かきつばた福祉会

架材産業　株式会社

社会福祉法人　かつぎ会

有限会社　ＧＵＴＳ

株式会社　加藤組

株式会社　カネス

株式会社　上垣組

カメダライン　株式会社

株式会社　ガリバープロダクツ

株式会社　川上製作所

有限会社　川地クラウド

川中醤油　株式会社

株式会社　カワムラ機工

有限会社　関西ビックス

有限会社　キウイ

岸工業　株式会社

キソメック　株式会社

株式会社　北川鉄工所

木原鎔材　株式会社

株式会社　キャステム

株式会社　ＱＯＬサービス

協栄　株式会社

株式会社　共栄経営ｾﾝﾀｰ

株式会社　協同瓦斯

協同精機　株式会社

株式会社　京屋

株式会社　協和電工

桐田工業　株式会社

キリン木材　株式会社

株式会社　クォーレ

社会福祉法人　くさのみ福祉会

楠原壜缶詰工業　株式会社

株式会社　熊高組

株式会社　熊平製作所

株式会社　暮らしサポートみよし

株式会社　クラハシ



株式会社　グリーンウインズさとやま

株式会社　グリーンヒルホテル尾道

社会福祉法人　くるみ会

呉精器工業　株式会社

呉みどりヶ丘病院

株式会社　クローバー

株式会社　桑原組

株式会社　経営労務ブレイン

医療法人社団　敬崇会

株式会社　啓文社製作所

株式会社　芸北造園土木

株式会社　ケー・アイ・プロデュース

株式会社　ゲームアーク

医療法人　健康倶楽部

株式会社　ケンセイ

医療法人　好縁会

社会福祉法人　興仁会

医療法人社団　光仁会

社会福祉法人　光清学園

医療法人社団　更生会　草津病院

広成建設　株式会社

合田産業　株式会社

有限会社　甲田造園

有限会社　河野塗装店

株式会社　弘法

株式会社　晃祐堂

広陽運送　株式会社

広洋工業　株式会社

医療法人　恒和会　介護老人保健施設　牛田バラ苑

医療法人　恒和会　東部健診センター

広和機工　株式会社

光和商事　株式会社

株式会社　呉英製作所

有限会社　ゴーダカンパニー

国土技建　株式会社

株式会社　コトブキソリユーシヨン

有限会社　寿木工

株式会社　小林秀商店

株式会社　小林マリン　サ―ビス



株式会社　コンクエスト

株式会社　こんどう電器

サ行

西条電気　株式会社

さいとうＰＣ建設　株式会社

株式会社　ＳＡＥＤＡ

株式会社　坂急送

迫田運送　株式会社

株式会社　サコダ車輌

佐々木造船　株式会社

株式会社　サタケ

株式会社　サトウシステム

佐藤住設　株式会社

株式会社　サポートライフ

サルボ両備　株式会社

株式会社　サンエイ

有限会社　サンキ・メディハート

三協運輸　株式会社

株式会社　三共冷熱

三光産業　株式会社

有限会社　三誠金属工作所

サンデン　株式会社

株式会社　サンパティオすみよし安芸高田

三平興業　株式会社

株式会社　サンポール

山陽パッケージシステム　株式会社

株式会社　三洋技建

山陽石油　株式会社

山陽乳業　株式会社

株式会社　サンリフト

株式会社　三和

株式会社　ＣＳＣ

株式会社　シーケイエス・チューキ

ジェネシスアイ　株式会社

塩田工業　株式会社

株式会社　シオツ

株式会社　シギヤ精機製作所

株式会社　繁山興業

社会福祉法人　慈光会　慈光園



社会福祉法人　慈照会

システム　計装　株式会社

株式会社　システムイン国際

株式会社　システムフレンド

株式会社　ジツタ中国

株式会社　シティライフ

株式会社　シブヤ

シモハナ物流　株式会社

有限会社　将軍

医療法人社団　尚志会　福山城西病院

社会福祉法人　正仁会

社会福祉法人　章仁会

社会福祉法人　正蔵会

社会医療法人社団　沼南会

社会福祉法人　庄原市社会福祉協議会

社会福祉法人　松風会　特別養護老人ホーム新都西風苑

昭和機工　株式会社

新栄産業　株式会社

株式会社　シンギ

医療法人社団　仁恵会　福山検診所

株式会社　新星工業社

新生通信サービス　株式会社

新十和運輸　株式会社

株式会社　シンモト自動車

株式会社　神陽工作所

株式会社　スイセイ設備

社会福祉法人　水明会

株式会社　すぐる

株式会社　スグル食品

有限会社　すずか

スターアテンダント　株式会社

有限会社　ステア

株式会社　砂田組

株式会社　住吉

株式会社　住吉屋

医療法人社団　聖愛会　介護老人保健施設　とやま

セイコービジネス　株式会社

医療法人社団　精彩会

医療法人　清泉会　一ノ瀬病院



西部運輸　株式会社

社会福祉法人　清風会

西部電工　株式会社

西部物流　株式会社

株式会社　セイム

セイム梱包　株式会社

社会福祉法人　せとうち

有限会社　セトウチ・サービス

瀬戸内工業　株式会社

瀬戸内コンサルティング　株式会社

有限会社　瀬戸内葬祭

株式会社　セノン中国支社

株式会社　ＳＥＶＥＮ　ＳＥＮＳＥ

農事組合法人　世羅幸水農園

農事組合法人　世羅大豊農園

Ｓｅｎ　社会保険労務士法人

鮮コーポレーション　株式会社

社会医療法人　千秋会

社会福祉法人　洗心会

全農広島鶏卵　株式会社

総合運送　有限会社

株式会社　総合センター

株式会社　外野会計

タ行

株式会社　体育社

大栄計器　株式会社

株式会社　太栄警備

株式会社　ダイクレ

大邦テクノプラント　株式会社

タイム　株式会社

太陽オート　株式会社

太陽工業　株式会社

高木運輸　株式会社

高田通商　有限会社

高橋精機　株式会社

株式会社　高村興業所

有限会社　宝塚タクシー

有限会社　タキグチ

有限会社　竹田建設



竹の子の里　株式会社

田坂鋼業　株式会社

株式会社　ダスキンニコニコ

株式会社　橘運送店

医療法人　辰川会

株式会社　ダック

有限会社　タツノ工房

タツミ電工　株式会社

株式会社　タテイシ　広美社

田中食品　株式会社

株式会社　タニシ企画印刷

株式会社　タハラ

社会保険労務士法人　たんぽぽ会

一般社団法人　地域包括支援センターみよし

株式会社　チェルシー

中央綜合商事　株式会社

株式会社　チューゲイ

株式会社　中国トラベル

中国化薬　株式会社

中国施設設計　株式会社

中国精螺　株式会社

中国通運　株式会社

株式会社　中国バス

中国木材　株式会社

公益財団法人　中国労働衛生協会

株式会社　ちゅうせき

中通倉庫　株式会社

中通冷蔵　株式会社

有限会社　千幸堂

医療法人社団　長寿会

株式会社　千代田工務店

司通信工業　株式会社

株式会社　月森工務店

堤田貴金属工業　株式会社

ツネイシホールディングス　株式会社

つばめ交通　株式会社

株式会社　鶴田電設コンサルタント

株式会社　ディア・レスト三次

株式会社　ディア・レスト福山



有限会社　Ｔグループ

デジタルソリューション　株式会社

株式会社　テック

デリカウイング　株式会社

社会福祉法人　天寿会　特別養護老人ホーム　後楽荘

土井木工　株式会社

株式会社　東京海上日動パートナーズ中国四国

東広商事　株式会社

社会福祉法人　東城有栖会

東城町森林組合

東洋省力　株式会社

東洋電装　株式会社

東和工業　株式会社

株式会社　トーイン

都市道路開発　株式会社

戸田被服　株式会社

株式会社　ドプコ

株式会社　トメックス

株式会社　トモテツセブン

鞆鉄道　株式会社

株式会社　トライ・エックス

鳥井油業　株式会社

ナ行

有限会社　内海潜水

内外冷熱　株式会社

中川製袋化工　株式会社

中島電業　株式会社

中塚被服　株式会社

株式会社　ナカニシガラス

中村角　株式会社

株式会社　中村設備産業

株式会社　中本本店

有限会社　中本クレーン

中吉エンジニアリング　株式会社

株式会社　奈良運送

株式会社　西井製作所

株式会社　西岡工業

株式会社　ニシカイチ

株式会社　ニシキプリント



株式会社　西田商店

株式会社　西日本エイテック

有限会社　西本屋

有限会社　西山サービス

ニッキフッコー　株式会社

日神運輸　株式会社

日新産業　株式会社

株式会社　ニッテツ

日本運搬機械　株式会社

日本基準寝具　株式会社

日本サンライズ　株式会社

株式会社　日本総合科学

二村自動車　株式会社

株式会社　ニュートン

沼田建設　株式会社

株式会社　野坂組

株式会社　ノダ道路

ハ行

ハーコブ　株式会社

株式会社　ハート住吉設備工業

株式会社　廿日市カープタクシー

廿日市商工会議所

株式会社　はっけん

有限会社　はなわ

株式会社　浜吉

早川ゴム　株式会社

有限会社　原田運送

株式会社　ハリソン産業因島

株式会社　ビーテック

株式会社　ビーテックサービス

有限会社　ビーライフ　バンクラ

美建工業　株式会社

備三タクシ―　株式会社

菱友商事　株式会社

有限会社ビジネスマネージメント・アドバイザーズ

株式会社　ビットゼミ

備北交通　株式会社

ヒューテックサービス　株式会社

株式会社　ヒューマックス



株式会社　ヒラオカユニ

株式会社　平田組

広建コンサルタンツ　株式会社

ヒロコン　株式会社

広島鉄道荷物　株式会社

有限会社　広島東報工事

有限会社　広島アロー

広島イーグル　株式会社

株式会社　広島エアポートホテル

広島ガスメイト　株式会社

西中国キリスト教社会事業団　広島キリスト教社会館

株式会社　広島経済研究所

広島県国民健康保険団体連合会

広島県商工会連合会

広島県中小企業共済協同組合

社会福祉法人　広島県福祉事業団

一般財団法人　広島県環境保健協会

公益財団法人　広島県交通安全協会

一般社団法人　広島県栽培漁業協会

一般財団法人　広島県集団検診協会

公益社団法人　広島県シルバー人材センター連合会

公益財団法人　広島県地域保健医療推進機構

広島県農業共済組合

公益社団法人　広島県バス協会

広島県立尾道特別支援学校

社会福祉法人　ひろしま四季の会

社会福祉法人　広島順道会　特別養護老人ホーム春香園

広島畳材　株式会社

株式会社　広島情報シンフォニー

広島食糧協同組合

ひろしま人事サポート　合同会社

株式会社　広島精機

広島綜合警備保障　株式会社

広島日酸　株式会社

広島バス　株式会社

社会福祉法人　広島東福祉会

株式会社　広島三次ワイナリ―

広島輸送ターミナル協同組合

有限会社　広島レントゲン



株式会社　ヒロハイ･ コーポレーション

株式会社　ファーストスタッフ

株式会社　フィッツ

株式会社　ブーフーウー

社会福祉法人　フェニックス

復建調査設計　株式会社

有限会社　フクショウ

福善運輸　有限会社

株式会社　福屋

福山商工会議所

福山青果　株式会社

福山電業　株式会社

株式会社　福山パトロール

株式会社　福山臨床検査センター

福山ゴム工業　株式会社

福山スチールセンター　株式会社

福山福運輸　有限会社

藤井建設　株式会社

藤井病院　藤井康史

株式会社　藤田工業

有限会社　富士トランスポート

藤原商事　株式会社

扶桑工業　株式会社

株式会社　府中テンパール

社会福祉法人　芙蓉の家

プライムデイリーフーズ　株式会社

ブルーテクノ　株式会社

株式会社　フルケア

株式会社　ＰＬＡＹＧＲＯＵＮＤ

株式会社　プローバ

株式会社　プローバホールディングス

株式会社　プロバックス

有限会社　平成塗装

平和情報システム　株式会社

株式会社　部屋店

ベンダ工業　株式会社

豊栄電業　株式会社



豊国工業　株式会社

株式会社　ホｰムナｰス

株式会社　ポップジャパン

社会福祉法人　本郷福祉会

本庄管工事　有限会社

マ行

株式会社　前田組

株式会社　マエダハウジング

株式会社　まこと屋

株式会社　増岡組

社会福祉法人　松友福祉会　障害者支援施設寿波苑

株式会社　マツロジ

マナック　株式会社

社会福祉法人　まり福祉会

丸一倉庫運輸　株式会社

丸加海陸運輸　株式会社

丸子硝子　株式会社

丸三タクシー　株式会社

丸福建材工業　株式会社

有限会社　マルミツフーズ

株式会社　ミカサ

株式会社　ｍｉｋｅ

三島産業　株式会社

三谷建設　株式会社

三矢運送　株式会社

三矢総合アクセス　有限会社

蜜屋本舗　株式会社

三ツ和工業　有限会社

株式会社　みどり商会

社会福祉法人　みどりの町

株式会社　みどりホールディングス

みなと海運　株式会社

有限会社　三成興運

ミネオカ測量設計　株式会社

三原農業協同組合

株式会社　三原美装社

株式会社　三宅本店

株式会社　ミヤジ

株式会社　ミヤジ福山支店



三次貨物運送　有限会社

三次商工会議所

三次電工　株式会社

三次トーヨー住器　株式会社

株式会社　三吉屋

株式会社　ＭＹＲＩＺ

農事組合法人　三良坂ピオーネ生産組合

社会福祉法人　美和会

宗盛電気サ―ビス　株式会社

株式会社　明光堂

株式会社　明電

株式会社　明和工作所

株式会社　メディアテック　一心

医療法人　メディカルパーク

株式会社　メンテックワールド

ヤ行

株式会社　八杉商店

八千代工業　株式会社

山岡商事　株式会社

株式会社　ｙａｍａｋｉｄｏ

株式会社　ヤマザキ技販

山崎建設　株式会社

有限会社　ヤマダ

株式会社　やまだ屋

株式会社　山豊

医療法人社団ヤマナ会　東広島記念病院

有限会社　山本興業

有限会社　山本鉄工所

株式会社　山本製作所

山本電機　株式会社

医療法人社団　湯浅内科

有限会社　ユー･アンド･ミー

株式会社　ユーエムエス

株式会社　ゆうき

よこやま産婦人科　横山　英紀

吉岡産業　株式会社

有限会社　吉原運送

淀鋼商事　株式会社　呉工場



ラ行

ラボテック　株式会社

理研産業　株式会社

リジョー　株式会社

株式会社　ＲＩＴＡ

株式会社　リぺアハウス

株式会社　リマック

菱機設計　株式会社

リョービ　株式会社

リョービＭＨＩグラフィックテクノロジー　株式会社

リライアンス・セキュリティー　株式会社

有限会社　リラックス

リンクス　株式会社

令和スイッチ　株式会社

株式会社　ロードマックス

ワ行

ワークステーション　有限会社

社会福祉法人　若葉

社会福祉法人　若葉会

株式会社　脇地運送

株式会社　和信

有限会社　渡壁組

有限会社　ワタセモールド

渡辺土地建物　有限会社

医療法人　和同会　広島グリーンヒル病院

株式会社　ワンエンタープライズ


