
令和4年12月31日現在

（地域順の50音順）

株式会社　ＡｒＫ 広島市　西区 令和3年3月8日

株式会社　ＥＡＲΤＨ 広島市　西区 平成28年8月9日

有限会社　アースハンド 広島市　安芸区 令和2年1月22日

アーチ広島社会保険労務士法人 広島市　中区 平成28年7月29日

株式会社　アームシステムズ 広島市　安佐南区 令和4年1月28日

株式会社　アールテック・リジョウ 広島市　佐伯区 平成28年12月16日

株式会社　アイ　ケイ　アイ 広島市　西区 平成29年7月7日

有限会社　アイアイ システム 広島市　南区 令和4年9月28日

株式会社　あいウェル 広島市　安佐南区 令和1年10月17日

株式会社　ＩＳＣ 広島市　佐伯区 令和3年12月7日

株式会社　アイ・エム・シー　ユナイテッド 広島市　安佐北区 令和1年9月5日

アイオ　株式会社 広島市　南区 令和2年11月27日

アイオ・ティ・アンド・ピー　株式会社 広島市　南区 令和3年3月26日

相生エンジニアリング　株式会社 広島市　西区 平成28年8月10日

有限会社　相生館 広島市　中区 平成31年3月14日

株式会社　アイオライト 広島市　安佐北区 令和2年6月11日

株式会社　ＡＩコンサルタント 広島市　東区 令和4年5月13日

株式会社　アイサポート 広島市　東区 令和3年7月9日

アイソック　株式会社 広島市　南区 平成29年8月30日

愛谷瓦工業　有限会社 広島市　中区 令和4年1月28日

株式会社　アイディオー 広島市　中区 平成30年12月20日

アイ保険サービス　株式会社 広島市　中区 令和2年11月6日

アイメディア　株式会社 広島市　東区 平成30年9月18日

株式会社　ＡＩＲΕ 広島市　中区 令和4年1月29日

アイレストホーム　株式会社 広島市　中区 平成28年11月17日

株式会社　Ｉ和 広島市　西区 令和3年2月24日

株式会社　アイワエンジニアリング 広島市　東区 令和3年2月8日

株式会社　アオイ 広島市　南区 平成30年11月26日

葵建設　株式会社 広島市　東区 令和1年12月25日

株式会社　青木工務店 広島市　安芸区 令和3年3月24日

アオケン　株式会社 広島市　西区 令和3年10月27日

株式会社　赤井 広島市　中区 令和3年2月17日

株式会社　あかしあ 広島市　南区 令和3年11月2日

株式会社　安芸美容商事 広島市　安芸区 令和2年12月13日

株式会社　アクアスマート 広島市　安佐南区 令和4年1月24日

株式会社　アクシア 広島市　南区 平成29年3月21日

アクト中食　株式会社 広島市　西区 平成30年4月27日

アグリプロデュース　株式会社 広島市　西区 平成31年1月28日

株式会社　朝島組 広島市　西区 令和3年2月8日

有限会社　旭タクシー 広島市　東区 平成28年9月28日

旭紙管工業　株式会社 広島市　西区 令和3年3月17日
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株式会社　朝日製作所 広島市　南区 令和2年2月6日

株式会社　朝日ヂーゼル 広島市　西区 令和3年11月1日

旭調温工業　株式会社 広島市　西区 平成30年12月25日

医療法人　ＭＩＲＡＩ・ＢＯＳＨＩ 広島市　安佐南区 令和4年12月23日

あさみやフーズ　株式会社 広島市　佐伯区 令和3年10月27日

あしたば社会保険労務士法人 広島市　中区 令和4年9月2日

株式会社　明日香コンサルタント 広島市　西区 令和3年10月5日

アズコーポレーション　株式会社 広島市　中区 平成30年5月11日

株式会社　アスタス 広島市　南区 令和4年11月10日

株式会社　アスト 広島市　西区 令和4年2月25日

アストラコーポレーション　株式会社 広島市　安芸区 令和4年8月24日

株式会社　アスぺック 広島市　西区 令和1年12月23日

株式会社　アスミル 広島市　南区 令和3年11月4日

株式会社　アセダック 広島市　安佐北区 令和4年5月6日

株式会社　アタック 広島市　中区 令和1年6月24日

株式会社　アドクリエイト 広島市　安佐南区 令和2年2月6日

株式会社　ＡＤＳＩＤＥ 広島市　佐伯区 令和4年3月12日

株式会社　アドバン 広島市　安佐南区 令和4年5月25日

株式会社　アドバンス 広島市　東区 令和4年11月10日

株式会社　アドバンスコート 広島市　安佐南区 令和4年9月8日

株式会社　Ａｔｔｒａｃｔ　Ｏｎｅ 広島市　東区 令和1年5月30日

有限会社　穴田保険事務所 広島市　西区 令和2年12月15日

株式会社　アプコット 広島市　中区 平成29年5月29日

有限会社　あぶらや 広島市　安佐北区 令和4年2月1日

株式会社　アベックス 広島市　西区 令和4年12月12日

株式会社　アボアエンジニアリング 広島市　西区 令和4年4月6日

株式会社　アメニティライフ 広島市　南区 令和2年7月16日

株式会社　荒谷建設コンサルタント 広島市　中区 平成30年2月26日

株式会社　ＡＲＩＳ警備 広島市　中区 令和4年12月22日

株式会社　アリックス 広島市　佐伯区 令和4年10月18日

株式会社　有馬労働衛生コンサルタント事務所 広島市　南区 平成30年5月11日

株式会社　アルク 広島市　安佐南区 令和4年1月28日

株式会社　アルツトハンス 広島市　南区 平成30年3月24日

株式会社　アルファ 広島市　佐伯区 令和3年2月26日

有限会社　アルファーランド 広島市　中区 令和4年8月31日

有限会社　アレス薬局 広島市　安佐北区 令和4年1月28日

株式会社　アロマニッキ 広島市　佐伯区 平成28年8月16日

淡路電気工事　株式会社 広島市　南区 平成29年8月3日

株式会社 あわむら 広島市　西区 平成30年11月7日

株式会社　イーアールイー 広島市　安佐北区 平成30年2月7日

株式会社　Ｅ―Ｋｒｅｉｓ 広島市　西区 令和3年3月10日

ｅ-情報プロモーション　株式会社 広島市　中区 令和1年6月11日

株式会社　イイマド 広島市　安佐南区 令和4年9月6日

株式会社　イケマサ 広島市　安芸区 平成28年10月12日

株式会社　イシバシ 広島市　安佐南区 令和4年7月22日

石橋設備工業　株式会社 広島市　西区 令和4年1月31日

株式会社　イズミテクノ 広島市　西区 令和2年1月29日
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いせや　株式会社 広島市　中区 令和3年3月5日

有限会社　市川研磨 広島市　南区 令和1年6月13日

一二興業　株式会社 広島市　南区 令和3年7月13日

五日市醤油製造　株式会社 広島市　佐伯区 令和4年6月24日

株式会社　五日市設備 広島市　佐伯区 令和4年2月22日

広島市　安佐南区 令和4年3月17日

一般財団法人　広島県環境保健協会 広島市　中区 平成28年9月21日

一般財団法人　広島県社会保険協会 広島市　中区 令和3年3月9日

一般財団法人　広島県集団検診協会 広島市　中区 平成28年8月30日

一般社団法人　ＩＴＡＤＡＫＩ 広島市　西区 令和4年1月29日

一般社団法人　エンパワメント 広島市　中区 令和4年4月15日

一般社団法人　もみのき会 広島市　西区 令和3年2月24日

一般社団法人　キャリアセンター中国 広島市　南区 令和3年2月17日

一般社団法人　青少年自立支援フォーラム 広島市　西区 令和4年5月10日

一般社団法人　広島県観光連盟 広島市　中区 令和4年2月3日

一般社団法人　広島県資源循環協会 広島市　中区 令和4年1月28日

一般社団法人　広島県シルバーサービス振興会 広島市　南区 令和3年11月17日

一般社団法人　広島聴覚障害者協会 広島市　南区 令和4年4月2日

一般社団法人　ライフセルフサポート大樹 広島市　東区 令和3年11月1日

株式会社　イデアル 広島市　中区 令和1年6月27日

株式会社　イトー 広島市　西区 平成29年12月27日

株式会社　イト― 広島市　安佐北区 令和3年3月5日

株式会社　いのうえ運送 広島市　南区 令和3年9月27日

株式会社　井口産交 広島市　佐伯区 令和4年5月30日

株式会社　イノテック 広島市　南区 令和4年5月16日

株式会社　イヤシロ 広島市　東区 令和4年6月24日

医療法人　あかね会 広島市　中区 平成31年3月13日

医療法人　クリスタルデンタルクリニック 広島市　安佐北区 令和1年10月1日

医療法人　クリニックいけだ 広島市　安佐南区 令和3年2月8日

医療法人　健康倶楽部 広島市　中区 平成28年11月2日

医療法人　健康の風 広島市　南区 令和1年11月19日

医療法人　健真会 広島市　南区 令和3年2月26日

医療法人　好縁会 広島市　東区 平成28年12月21日

医療法人　光臨会 広島市　西区 令和4年2月17日

医療法人　恒和会　介護老人保健施設　牛田バラ苑 広島市　東区 平成29年6月1日

医療法人　恒和会　東部健診センター 広島市　安芸区 平成28年8月19日

医療法人　社団　石田内科 広島市　西区 令和4年3月8日

医療法人　社団　玉章会 広島市　西区 令和3年2月27日

医療法人　社団　恵正会 広島市　安佐北区 平成30年4月20日

医療法人　社団　更生会　草津病院 広島市　西区 平成30年8月21日

医療法人　社団　孝風会 広島市　安佐北区 令和4年1月4日

医療法人　社団恵愛会 広島市　安佐南区 令和3年2月25日

医療法人　秀仁会 広島市　安佐北区 令和3年3月5日

医療法人　松栄会　瀬野白川病院 広島市　安芸区 令和3年10月22日

医療法人　清泉会　一ノ瀬病院 広島市　中区 平成29年5月22日

医療法人　せのがわ 広島市　安芸区 平成31年3月27日

医療法人　長久堂　野村病院 広島市　安佐北区 令和3年11月2日
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医療法人　登静会　中村内科医院 広島市　佐伯区 令和4年1月31日

医療法人　馬場クリニック 広島市　安佐北区 令和3年6月17日

医療法人　広島みなとクリニック 広島市　南区 令和4年5月6日

医療法人　みずの会 広島市　安佐南区 令和3年2月20日

医療法人　メディカルパーク 広島市　安佐南区 平成30年3月29日

医療法人　和同会　広島グリーンヒル病院 広島市　佐伯区 平成29年7月4日

医療法人　いのうえ内科脳神経クリニック 広島市　中区 令和4年5月30日

医療法人社団 うすい会　高陽ニュータウン病院 広島市　安佐北区 令和3年3月15日

医療法人社団　江島医院 広島市　南区 令和3年11月6日

医療法人社団　おると会 広島市　中区 令和3年3月9日

医療法人社団　渓流会 広島市　安佐南区 令和1年11月6日

医療法人社団　光仁会 広島市　西区 平成29年9月29日

医療法人社団　仁和会　児玉病院 広島市　安佐北区 令和4年2月21日

医療法人社団　生和会 広島市　中区 令和4年1月29日

医療法人社団　長寿会 広島市　安芸区 平成30年2月26日

医療法人社団　花水木会 広島市　安佐北区 令和3年11月19日

医療法人社団　広島厚生会 広島市　南区 令和3年7月20日

医療法人社団　古川医院 広島市　南区 平成29年5月24日

医療法人社団　朋仁会 広島市　中区 令和4年5月27日

医療法人社団　朋和会 広島市　佐伯区 平成28年9月14日

医療法人社団　輔仁会 広島市　東区 令和4年1月19日

医療法人社団　正人会　ホワイト歯科往診クリニック 広島市　南区 令和4年1月28日

医療法人社団　緑雨会 広島市　安佐北区 平成30年3月12日

医療法人社団　和楽会 広島市　安佐南区 令和4年7月21日

医療法人社団　おおうち総合健診所　くにき内科 広島市　中区 平成28年10月3日

医療法人社団聖愛会　介護老人保健施設　とやま 広島市　安佐南区 平成30年12月28日

医療法人社団まりも会　ヒロシマ平松病院 広島市　南区 令和4年3月3日

医療法人　松村循環器･外科医院 広島市　佐伯区 平成31年3月22日

医療法人みどり坂の歯医者さん　こうもと歯科 広島市　安芸区 令和3年2月6日

株式会社　彩りガーデン 広島市　安佐南区 令和4年5月21日

株式会社　いろは不動産 広島市　中区 令和3年5月17日

株式会社　インパルスコーポレーション 広島市　安佐南区 令和1年9月9日

有限会社　ヴァンベール 広島市　西区 令和3年10月26日

有限会社　ヴィータ 広島市　中区 令和2年11月19日

株式会社　ウイズアート 広島市　中区 令和4年2月22日

株式会社　ヴィステージ 広島市　中区 令和2年10月26日

株式会社　ＷｉＮＥＥＤＳ　ＨΟＬＤＩＮＧＳ 広島市　南区 令和4年8月19日

株式会社　ヴィラ・アビゼ　広島支店 広島市　中区 平成30年11月27日

株式会社　ウイング 広島市　西区 令和1年6月12日

株式会社　ウィンシステムズ 広島市　西区 平成29年11月13日

株式会社　ウーオ 広島市　中区 令和3年2月12日

株式会社　ウエストヒル 広島市　佐伯区 令和4年7月13日

株式会社　ウェブナス 広島市　中区 令和4年7月21日

ウォーターポイント　株式会社 広島市　西区 令和4年4月15日

株式会社　ウツミ屋総合サ―ビス 広島市　中区 令和3年4月12日

株式会社　ウメソー 広島市　西区 平成28年9月30日

株式会社　ＡＩＲＩＳ 広島市　安佐北区 令和4年3月21日
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永進産業　株式会社 広島市　南区 平成30年10月4日

株式会社　エイゼン 広島市　安佐南区 令和3年9月15日

有限会社　エイチアイジー 広島市　南区 令和4年10月31日

株式会社　Ｈ・Ｓコミュニティー 広島市　中区 令和4年8月10日

ＨＳＣセキュリティ　合同会社 広島市　西区 令和3年10月26日

株式会社　ＨＣＴ 広島市　東区 平成29年1月4日

株式会社　ＨＧＰＫ 広島市　南区 令和4年9月20日

株式会社　エィディエム 広島市　安佐北区 令和3年3月11日

株式会社　エイパス 広島市　中区 平成29年6月20日

エイフク　株式会社 広島市　中区 令和3年3月5日

有限会社　エイム 広島市　西区 令和4年2月11日

株式会社　永和 広島市　中区 平成28年7月26日

株式会社　エー・エス・エー 広島市　安佐北区 令和4年7月21日

株式会社　ＡＩＣエデュケーション 広島市　中区 令和3年2月19日

株式会社　Ａ　ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ 広島市　中区 令和3年6月7日

株式会社　Ａファルマ 広島市　安佐南区 令和3年3月10日

江川刃物工業　有限会社 広島市　西区 令和4年1月28日

株式会社　エコリューション 広島市　南区 令和4年9月28日

エス・ジー・エンジニアリング　株式会社 広島市　西区 令和3年12月17日

有限会社　エス・ディ・アイ 広島市　安佐北区 令和4年2月2日

株式会社　エス．アール．シー 広島市　安佐南区 平成28年12月16日

株式会社　ＳＳＫ 広島市　安佐北区 平成31年2月28日

Ｓ．Ｈ．Ｋ　株式会社 広島市　安佐南区 令和1年5月17日

有限会社　ＳＴＣ 広島市　西区 平成30年10月17日

株式会社　ＳＴＷ 広島市　中区 令和3年3月8日

株式会社　エステート 広島市　西区 令和4年3月31日

有限会社　エステートはやし 広島市　中区 令和4年9月1日

有限会社　惠田電気商会 広島市　中区 平成30年11月29日

株式会社　Ａｎｙ 広島市　南区 令和4年1月28日

株式会社　エヌ･ケイ商事 広島市　中区 令和3年11月1日

株式会社　エヌ・スタイル 広島市　西区 令和1年9月5日

株式会社　エヌ・エフサービス 広島市　安佐南区 令和3年3月15日

株式会社　ＮＭＳプランニング 広島市　東区 令和4年6月20日

株式会社　ＮＧＹフードジャパン 広島市　佐伯区 令和4年1月28日

株式会社　エヌ・ビー技建 広島市　安佐南区 令和3年7月27日

株式会社　Ｎ－Ｖｉｓｉｏｎ 広島市　中区 令和3年2月25日

エネアース　株式会社 広島市　南区 令和4年1月28日

株式会社　江波工作所 広島市　南区 平成30年4月20日

有限会社　胡タクシー 広島市　南区 平成28年8月26日

株式会社　エフ・ジー 広島市　西区 令和4年3月4日

株式会社　エフ・ケー・シー 広島市　東区 平成29年5月26日

株式会社　ＦＣコミュニケーションズ 広島市　中区 令和1年9月10日

有限会社　エフテツク 広島市　佐伯区 令和3年2月25日

エフピコイシダ　株式会社 広島市　西区 平成30年12月20日

株式会社　エポカケアサービス 広島市　中区 平成28年7月20日

株式会社　エポカフードサービス 広島市　中区 平成28年8月30日

株式会社　エム・アール・ピー 広島市　南区 平成30年10月4日



地域 宣言日事業所名

株式会社　エム・アイ・シー・コンサルティング 広島市　中区 令和4年10月12日

株式会社　Ｍ＆Ｃコラボレイション 広島市　安佐北区 平成28年9月29日

有限会社　ＭＡシグナス 広島市　安佐南区 令和4年1月28日

ＭＳ中国　株式会社 広島市　中区 令和3年2月4日

株式会社　Ｍ企画 広島市　佐伯区 令和4年1月30日

有限会社　ＭＫ 広島市　西区 令和2年3月3日

株式会社　エムケイサービス 広島市　安佐北区 平成30年12月9日

株式会社　ＭＣＧＰ 広島市　中区 令和3年2月22日

株式会社　エムテック 広島市　安佐北区 令和3年3月11日

株式会社　エル・コ 広島市　西区 平成28年9月28日

株式会社　Εｌ．Ａｓｓｉｓｔ． 広島市　西区 令和3年3月13日

株式会社　エレコム情報サ―ビス 広島市　中区 令和3年2月8日

株式会社　エンヴィジョン 広島市　安佐北区 令和4年7月5日

おいしい約束　株式会社 広島市　南区 令和3年3月18日

株式会社　大賀商会 広島市　中区 令和3年8月23日

嚶鳴ベーカリー　株式会社 広島市　安佐南区 令和3年3月8日

大井自動車商会　大井正夫 広島市　安芸区 令和4年10月28日

株式会社　ＯＭＵクリエイト 広島市　西区 平成30年2月6日

ＯＧＩ　ｉｎｆｏｔｅｃ　株式会社 広島市　中区 令和4年8月22日

有限会社　大蔵プロセス 広島市　安佐北区 令和4年2月1日

株式会社　オオケン 広島市　南区 令和3年5月19日

株式会社　オージーロジテクノ 広島市　佐伯区 令和3年2月9日

大下工業　株式会社 広島市　中区 令和1年12月10日

おおたけ　株式会社 広島市　西区 令和2年9月23日

株式会社　大田鋳造所 広島市　西区 令和1年6月12日

大塚器械　株式会社 広島市　西区 令和2年8月6日

株式会社　大野石油店 広島市　中区 令和4年6月6日

ＯＰＰ　株式会社 広島市　西区 平成28年12月8日

大平商事　株式会社 広島市　安佐南区 令和3年3月8日

大保電業　株式会社 広島市　南区 令和3年5月28日

有限会社　大堀学園 広島市　西区 令和1年9月6日

有限会社　大毛寺 広島市　西区 令和4年8月24日

有限会社　オオモト 広島市　安佐北区 令和4年2月4日

株式会社　オール・オン・スポーツ 広島市　中区 令和4年2月19日

有限会社　岡三産業 広島市　佐伯区 令和4年7月15日

株式会社　岡田組 広島市　東区 令和4年6月22日

岡山県貨物運送　株式会社　広島主管支店 広島市　中区 令和3年11月17日

小川電気通信　株式会社 広島市　西区 平成30年12月22日

株式会社　オキタ石油 広島市　南区 令和1年6月7日

沖本自動車工業　株式会社 広島市　南区 平成31年2月6日

奥田商事　有限会社 広島市　西区 平成28年7月21日

おけいこドットコム　合同会社 広島市　西区 令和4年2月21日

お好みフーズ　株式会社 広島市　西区 平成28年12月8日

小田億　株式会社 広島市　西区 平成30年8月30日

オタフクソース　株式会社 広島市　西区 平成28年8月25日

オタフクホールディングス　株式会社 広島市　西区 平成28年8月25日

（有）　小田松　商店 広島市　西区 令和3年3月29日



地域 宣言日事業所名

小野社会保険労務士事務所　小野環 広島市　中区 令和4年7月13日

オフィスたいよう　合同会社 広島市　安佐南区 平成30年4月24日

有限会社　オフィス・プランニング 広島市　西区 令和4年1月31日

株式会社　オフィスフローレ 広島市　中区 平成31年4月3日

株式会社　オプトプランニング 広島市　中区 令和2年10月22日

株式会社　お祭り 広島市　中区 令和2年2月12日

株式会社　オリジンコム 広島市　中区 令和3年2月6日

株式会社　オンザリンクス 広島市　安佐南区 令和1年10月17日

株式会社　カー・ドクターＴ３ 広島市　安佐北区 令和4年12月1日

株式会社　カーテック 広島市　佐伯区 平成29年5月29日

株式会社　カーバンクニムラ 広島市　安佐南区 令和4年10月24日

株式会社　カーファクトリーエム 広島市　佐伯区 令和1年5月26日

有限会社　カープタクシー 広島市　南区 平成30年2月23日

カオル建設　株式会社 広島市　南区 平成31年2月6日

株式会社　ＫＡＧＡＷＡＣＲΕＡＴＩＶΕＯＦＦＩＣΕ 広島市　安佐北区 令和4年1月30日

株式会社　カキダ 広島市　中区 令和4年3月1日

架材産業　株式会社 広島市　西区 平成31年2月25日

株式会社　ＫАＴＥＫＹＯ西日本 広島市　南区 令和4年3月7日

有限会社　加藤工業 広島市　南区 令和4年4月19日

株式会社　金田組 広島市　佐伯区 令和4年9月14日

株式会社　叶や 広島市　中区 平成29年1月4日

有限会社　可部中央薬局 広島市　安佐北区 令和4年2月3日

株式会社　カミオカ 広島市　安佐北区 令和3年2月19日

株式会社　紙販 広島市　中区 令和4年2月2日

亀井建設　株式会社 広島市　安佐南区 令和2年4月1日

株式会社　亀の家 広島市　中区 令和4年9月14日

株式会社　ガモウ広島 広島市　中区 令和4年11月30日

株式会社　ガリバープロダクツ 広島市　中区 平成30年11月19日

株式会社　カルフート 広島市　東区 令和4年3月8日

河岡食品　有限会社 広島市　安佐南区 令和3年11月3日

株式会社　川頭工務店 広島市　佐伯区 令和4年2月28日

川中醤油　株式会社 広島市　安佐南区 平成28年8月23日

幹栄建設工業　株式会社 広島市　西区 令和4年2月17日

観音不動産　株式会社 広島市　西区 平成28年7月19日

株式会社　カンサイ 広島市　佐伯区 令和3年2月8日

株式会社　かんほきょうコミュニティサポート 広島市　中区 平成31年3月7日

株式会社　ＫАＮＷＡ 広島市　佐伯区 令和4年2月7日

株式会社　キー・インシュアランス 広島市　中区 令和4年10月14日

有限会社　キウイ 広島市　南区 平成30年2月16日

広島市　安佐南区 令和4年9月6日

岸工業　株式会社 広島市　南区 令和1年9月11日

株式会社　岸本産業 広島市　安佐北区 平成30年2月5日

株式会社　絆 広島市　西区 令和4年2月15日

株式会社　絆－ｐｒｏ 広島市　佐伯区 令和4年7月14日

株式会社　きっすい 広島市　中区 令和4年2月3日

株式会社　木下エネルギーソリューションズ 広島市　佐伯区 令和1年7月25日

株式会社　木下組 広島市　佐伯区 令和1年7月25日



地域 宣言日事業所名

木の庄帆布　株式会社 広島市　中区 平成30年11月15日

木原鎔材　株式会社 広島市　中区 平成28年7月19日

株式会社　キャドワークス 広島市　東区 令和3年11月18日

株式会社　キャピタルコーポレーション 広島市　中区 令和2年4月1日

株式会社　キャリアカレッジジャパン 広島市　安佐南区 令和2年11月6日

協栄　株式会社 広島市　西区 令和1年11月14日

株式会社　共栄経営ｾﾝﾀｰ 広島市　中区 平成30年10月24日

共栄工業　株式会社 広島市　西区 令和4年2月21日

有限会社　共栄商事 広島市　佐伯区 令和4年12月22日

共栄美装　株式会社 広島市　西区 令和3年5月29日

紀陽コーテック　株式会社 広島市　南区 平成30年9月19日

株式会社　協進商会 広島市　西区 令和3年2月19日

行政書士法人　ライフ 広島市　中区 令和4年1月28日

株式会社　京都　嵯峨野 広島市　南区 平成29年11月13日

株式会社　協同 広島市　佐伯区 令和3年7月17日

協同組合　タクシーセンタ― 広島市　南区 令和4年2月2日

株式会社　京屋 広島市　南区 令和1年7月5日

共立機鋼　株式会社 広島市　安佐北区 令和4年7月15日

株式会社　共和保険サービス 広島市　西区 令和3年4月21日

麒麟倉庫　株式会社 広島市　安芸区 令和2年2月25日

株式会社　キングファクトリーグループ 広島市　中区 令和3年2月22日

株式会社　近代社 広島市　中区 令和4年7月19日

株式会社　近代設計コンサルタント 広島市　中区 令和4年5月16日

株式会社　空創 広島市　中区 令和4年2月1日

株式会社　空調サービス 広島市　安佐北区 令和4年2月3日

株式会社　くうねあ 広島市　安佐南区 平成29年4月19日

株式会社　クォーレ 広島市　佐伯区 平成31年4月20日

楠原壜罐詰工業　株式会社 広島市　西区 平成29年6月9日

株式会社　グッドハウス 広島市　東区 令和4年1月31日

株式会社　グッドフィールド 広島市　東区 令和4年1月31日

株式会社　久保田本店 広島市　中区 令和3年2月8日

株式会社　ＫＵＢＯＸＴ 広島市　西区 令和2年12月9日

株式会社　ＫＵВＯＸＴ　ＭΕ 広島市　西区 令和4年8月2日

株式会社　熊平製作所 広島市　南区 平成29年5月16日

株式会社　熊本造園デザイン 広島市　安佐南区 令和4年1月29日

株式会社　クリーンパル広島 広島市　佐伯区 平成28年8月23日

有限会社　クリーンライフシステム 広島市　西区 平成31年2月12日

グリーンライフ損保　株式会社 広島市　中区 令和3年2月7日

株式会社　ｇｒｅｅｎ－ｈｏｒｎ 広島市　中区 平成30年11月13日

株式会社　クリエイティブ 広島市　東区 令和4年2月2日

クリエイティブ・エージェント　株式会社 広島市　佐伯区 令和2年12月9日

株式会社　クリエイト・オブ・アグリカルチャープラン 広島市　西区 令和3年2月18日

くるみハウジング　株式会社 広島市　西区 令和3年12月24日

株式会社　クレール 広島市　中区 令和4年2月3日

株式会社　ＧＲΟＷＩＮＧ　ＵＰ 広島市　西区 令和3年12月27日

株式会社　クローバー 広島市　安佐北区 平成28年7月19日

株式会社　グローバル 広島市　安佐南区 令和1年7月3日



地域 宣言日事業所名

株式会社　グロー物流 広島市　安佐北区 令和3年10月25日

有限会社　黒木建設 広島市　西区 令和4年7月14日

グローバル工業　株式会社 広島市　安佐南区 令和4年5月17日

株式会社　桑原組 広島市　西区 平成30年8月17日

株式会社　Ｋｅｉ　Ｄｅｓｉｇｎ　Вａｓｅ 広島市　西区 令和4年7月22日

株式会社　経営労務ブレイン 広島市　中区 平成28年7月29日

ケイ・エム調査設計　株式会社 広島市　西区 令和3年10月13日

株式会社　経済レポート 広島市　中区 令和3年3月12日

芸州運輸　株式会社 広島市　安芸区 令和3年2月24日

有限会社　ケイズブレイン 広島市　中区 令和4年3月1日

有限会社　ＫＷコーポレーション 広島市　中区 令和4年11月11日

株式会社　芸備不動産 広島市　安佐南区 令和4年12月2日

株式会社　芸北造園土木 広島市　安佐南区 令和2年1月15日

株式会社　ケー・アイ・プロデュース 広島市　中区 平成28年7月26日

株式会社　Ｋ．Ｔ．Ｄ 広島市　南区 令和2年4月23日

有限会社　ケービジネス 広島市　中区 令和4年1月30日

株式会社　ケトレード 広島市　南区 令和3年5月19日

株式会社　元気堂 広島市　安佐南区 令和4年8月31日

株式会社　健康美学 広島市　中区 令和4年1月31日

株式会社　ケンセイ 広島市　西区 平成31年4月23日

株式会社　研創 広島市　安佐北区 令和2年3月10日

株式会社　ＫＯＨ 広島市　中区 令和2年6月8日

幸栄運輸株式会社 広島市　西区 令和4年3月4日

公益財団法人　広島原爆障害対策協議会 広島市　中区 平成28年12月16日

公益財団法人　広島県教育事業団 広島市　中区 令和3年10月5日

公益財団法人　広島県交通安全協会 広島市　佐伯区 令和1年8月27日

公益財団法人　広島県地域保健医療推進機構 広島市　南区 平成28年8月12日

公益財団法人　ひろしまこども夢財団 広島市　中区 令和3年3月24日

公益財団法人　放射線影響研究所 広島市　南区 令和3年2月15日

公益社団法人　広島県シルバー人材センター連合会 広島市　中区 平成28年12月26日

公益社団法人　学校教育開発研究所 広島市　中区 令和4年1月28日

公益社団法人　広島県看護協会 広島市　中区 令和3年2月10日

公益社団法人　広島県柔道整復師会 広島市　南区 平成28年9月16日

公益社団法人　広島県バス協会 広島市　東区 平成29年6月23日

公益社団法人　広島県薬剤師会 広島市　東区 令和3年3月15日

株式会社　光花 広島市　中区 令和4年1月28日

有限会社　工業センタ― 広島市　東区 令和4年3月4日

株式会社　こうさか 広島市　南区 令和3年11月8日

広産　株式会社 広島市　西区 令和4年12月6日

株式会社　広成開発 広島市　東区 令和3年3月29日

広成建設　株式会社 広島市　東区 平成29年11月2日

株式会社　広成産業 広島市　中区 令和4年3月25日

更生保護法人　ウィズ広島 広島市　中区 令和4年4月7日

合田産業　株式会社 広島市　南区 平成28年9月28日

河内通商　株式会社 広島市　南区 平成29年5月29日

合同会社　東塾 広島市　中区 令和4年2月1日

合同会社　ＡＤＩＭＡＣＲＯＷＮ 広島市　西区 令和4年1月31日



地域 宣言日事業所名

合同会社　Ｅ＆Ｔ 広島市　安佐北区 令和4年9月8日

合同会社 CREATIVE OFFICE NOBUTO 広島市　中区 令和4年1月28日

合同会社　サーカス 広島市　東区 令和3年5月27日

合同会社　はしとみ 広島市　安佐南区 令和4年5月24日

合同会社　未来 広島市　西区 令和1年6月14日

合同会社　ルームルネス 広島市　安佐南区 令和4年1月28日

株式会社　河野 広島市　安佐北区 令和3年7月1日

有限会社　河野工務店 広島市　西区 令和4年7月29日

広府興産　有限会社 広島市　佐伯区 令和2年2月7日

株式会社　弘法 広島市　中区 平成30年8月23日

株式会社　工房飛龍 広島市　安芸区 令和4年6月29日

高陽電機　株式会社 広島市　安佐北区 令和4年12月19日

株式会社　広和コミュニティ 広島市　西区 令和3年10月5日

光和商事　株式会社 広島市　南区 令和1年7月2日

伍永通信　株式会社 広島市　南区 令和3年2月24日

株式会社　ＧＯＷЕＢ 広島市　西区 平成29年6月29日

株式会社　コーエイ 広島市　西区 令和4年4月19日

有限会社　ゴーダカンパニー 広島市　安芸区 平成28年9月29日

株式会社　穀彩庵 広島市　安佐北区 平成31年1月28日

株式会社　心愛 広島市　安佐南区 令和3年3月18日

心工業　株式会社 広島市　安佐北区 令和4年1月29日

株式会社　コスモケア・エナジー 広島市　東区 令和3年11月1日

株式会社　ＫΟＤＡＭＡ 広島市　安佐南区 令和4年2月15日

株式会社　児玉ゴム商会 広島市　中区 令和4年3月8日

株式会社　コトブキ 広島市　中区 平成31年3月14日

有限会社　このみや 広島市　中区 令和3年2月17日

小林　株式会社 広島市　南区 令和3年10月13日

株式会社　小林秀商店 広島市　西区 平成31年1月24日

株式会社　こびき 広島市　安佐北区 令和4年1月31日

株式会社　コムラ 広島市　西区 令和3年11月9日

株式会社　コンクエスト 広島市　西区 平成29年7月31日

有限会社　コンセプトワーク 広島市　南区 令和4年1月31日

株式会社　コンプリート・サークル 広島市　中区 令和3年6月17日

株式会社　サーク設計 広島市　中区 平成31年1月9日

株式会社　最上段 広島市　東区 令和4年1月6日

さいとうＰＣ建設　株式会社 広島市　中区 平成28年9月28日

株式会社　ＳＡＥＤＡ 広島市　東区 平成28年9月28日

株式会社　栄建築事務所 広島市　安佐北区 平成31年3月7日

有限会社　サカコーポレーション 広島市　安佐南区 令和3年5月7日

坂田経営綜合法律事務所　坂田英俊 広島市　中区 令和4年1月5日

株式会社　さかもと 広島市　安佐北区 令和4年11月9日

株式会社　さくら商事 広島市　安佐北区 令和3年2月24日

株式会社　酒商山田 広島市　南区 平成30年3月2日

株式会社　サコダ車輌 広島市　中区 令和1年8月2日

株式会社　さだや 広島市　中区 令和4年1月29日

ＳａｔｙａｍＶｅｎｔｕｒｅ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ 広島市　中区 令和4年2月28日

株式会社　佐藤型鋼製作所 広島市　西区 令和4年2月24日



地域 宣言日事業所名

株式会社　サニクリーン中国 広島市　中区 令和3年10月22日

株式会社　サファリクリエート 広島市　西区 令和4年1月31日

株式会社　清・さやか 広島市　安佐北区 令和3年11月8日

株式会社　サルート 広島市　安佐南区 令和1年10月2日

株式会社　サン・エクス 広島市　佐伯区 令和4年4月21日

三栄パブリックサービス　株式会社 広島市　中区 令和2年9月28日

有限会社　サンキ・メディハート 広島市　西区 平成31年4月9日

三鬼化成　株式会社 広島市　西区 令和3年11月5日

株式会社　ＳＡＮＫＹＯ 広島市　中区 令和3年6月16日

三光産業　株式会社 広島市　中区 平成28年8月2日

株式会社　サンコ―サプライ 広島市　南区 令和4年5月6日

株式会社　三十八花堂 広島市　中区 令和4年3月4日

三伸化工　株式会社 広島市　安佐北区 令和4年6月17日

株式会社　サンセイ 広島市　安佐南区 令和4年5月25日

株式会社　サンゼオン 広島市　西区 令和4年2月16日

株式会社　ＳａｎＤＥＮ 広島市　西区 令和3年10月14日

サン電機　株式会社 広島市　安佐南区 平成30年5月18日

株式会社　サント 広島市　西区 令和3年8月30日

サンフーズ　株式会社 広島市　南区 令和4年2月4日

株式会社　サンポール 広島市　中区 平成30年12月12日

株式会社　三陽 広島市　中区 令和4年5月31日

山陽綿業　株式会社 広島市　東区 平成30年10月25日

株式会社　山陽技術コンサルタント 広島市　安佐南区 平成29年6月6日

株式会社　三洋基礎 広島市　安佐南区 令和2年3月31日

山陽建工　株式会社 広島市　中区 令和3年7月14日

山陽不動産　有限会社 広島市　中区 令和3年2月8日

山陽ブロック工業　株式会社 広島市　南区 令和3年11月11日

山陽マーク　株式会社 広島市　西区 令和1年10月8日

山陽ロジックス　株式会社 広島市　安佐南区 平成29年5月29日

株式会社　サンリフト 広島市　安芸区 平成31年3月14日

株式会社　三和 広島市　佐伯区 平成28年12月19日

三和電設　株式会社 広島市　南区 平成30年4月20日

三和インテリア　株式会社 広島市　安佐南区 令和3年9月28日

サンワコーポレーション　株式会社 広島市　南区 令和4年1月28日

株式会社　ＣＳＣ 広島市　西区 平成28年12月21日

シ―エムシ―　株式会社 広島市　東区 令和3年6月30日

株式会社　ＣＬＯ 広島市　西区 平成31年1月25日

有限会社　ジーシー 広島市　西区 令和3年2月24日

シー・ディー・エル　株式会社 広島市　中区 令和4年2月2日

ジー・エル・インベントリー　株式会社 広島市　西区 令和4年7月14日

株式会社　シーネット情報 広島市　西区 令和4年3月1日

株式会社　シーマロジスティクス 広島市　中区 平成30年11月2日

株式会社　ジェイ･エム･エス 広島市　中区 平成29年9月26日

株式会社　ジェイアールサービスネット広島 広島市　東区 令和4年2月22日

ジェイアイシーウエスト広島　株式会社 広島市　中区 令和4年8月26日

株式会社　ＪＨＧ 広島市　安佐南区 令和4年9月14日

株式会社　ＪＡビルパートナー 広島市　中区 平成29年6月15日



地域 宣言日事業所名

株式会社　ジェイ・スマイル 広島市　安佐北区 令和4年2月3日

Ｊ－ＮＥＴ　株式会社 広島市　西区 平成28年9月28日

株式会社　ＪＰＳ 広島市　安佐南区 令和3年2月24日

ジェイレックス　株式会社 広島市　西区 令和4年7月5日

塩田工業　株式会社 広島市　南区 令和1年7月29日

株式会社　シオツ 広島市　南区 平成31年3月27日

有限会社　榮成興産 広島市　南区 令和4年2月3日

有限会社　重光工業 広島市　安佐北区 令和3年12月13日

有限会社　志塾 広島市　西区 平成30年6月13日

システム　計装　株式会社 広島市　中区 平成29年6月27日

株式会社　システムアート広島 広島市　西区 令和4年9月13日

システムバンクエーアイ　株式会社 広島市　中区 令和4年1月28日

株式会社　システムフレンド 広島市　佐伯区 平成29年5月31日

持続未来　株式会社 広島市　中区 令和2年8月5日

実勝運輸　有限会社 広島市　安佐南区 平成28年9月29日

株式会社　ジツタ中国 広島市　中区 令和1年6月14日

株式会社　シティホーム 広島市　中区 令和1年11月12日

株式会社　シティライフ 広島市　西区 平成30年11月2日

シナジーシステム　株式会社 広島市　南区 令和4年6月15日

株式会社　柴田燃料商会 広島市　南区 平成31年1月15日

シバタ工業　株式会社 広島市　安佐南区 令和3年3月9日

有限会社　シバタ美建 広島市　安佐南区 令和4年6月21日

株式会社　芝通 広島市　中区 令和3年11月29日

株式会社　島屋 広島市　西区 平成29年2月13日

株式会社　しみず工房 広島市　西区 平成30年12月26日

下岸建設　株式会社 広島市　東区 令和3年5月12日

下田自動車　有限会社 広島市　安佐北区 令和4年9月16日

株式会社　下手工務店 広島市　佐伯区 令和4年1月28日

社会福祉法人　安芸の郷 広島市　安芸区 平成30年2月26日

社会福祉法人　あさ 広島市　安佐北区 令和3年3月16日

社会福祉法人　あさみなみ 広島市　安佐南区 平成28年10月18日

社会福祉法人　丘の上福祉会 広島市　西区 令和1年11月18日

社会福祉法人　かきつばた福祉会 広島市　東区 令和1年7月18日

社会福祉法人　かつぎ会 広島市　安佐北区 令和1年12月13日

社会福祉法人　可部大文字会 広島市　安佐北区 令和3年2月20日

社会福祉法人　交響 広島市　東区 令和3年12月2日

社会福祉法人　光清学園 広島市　南区 平成29年5月18日

社会福祉法人　桜ケ丘学園 広島市　東区 令和3年6月28日

社会福祉法人　三矢会 広島市　安佐南区 平成30年6月1日

社会福祉法人　慈光会　慈光園 広島市　安佐南区 平成28年12月21日

社会福祉法人　正仁会 広島市　安佐北区 平成28年8月31日

社会福祉法人　松風会　特別養護老人ホーム新都西風苑 広島市　安佐南区 令和1年8月20日

社会福祉法人　慈楽福祉会 広島市　安芸区 平成28年8月3日

社会福祉法人　信々会 広島市　安佐南区 令和3年5月7日

社会福祉法人　双樹会 広島市　佐伯区 令和3年10月11日

社会福祉法人　それいゆの会 広島市　佐伯区 令和4年5月30日

社会福祉法人　伴福祉会　とも認定こども園 広島市　安佐南区 令和3年7月29日



地域 宣言日事業所名

社会福祉法人　はばたきの里 広島市　西区 令和4年2月28日

社会福祉法人　広島県共同募金会 広島市　南区 令和4年2月18日

社会福祉法人　広島厚生会 広島市　南区 令和3年7月20日

社会福祉法人　ひろしま四季の会 広島市　安佐北区 平成30年11月2日

社会福祉法人　広島和光園 広島市　南区 令和3年3月26日

社会福祉法人　フェニックス 広島市　安佐北区 平成28年7月19日

社会福祉法人　藤田長生会 広島市　東区 令和2年7月29日

社会福祉法人　二葉会　千田　保育園 広島市　中区 令和4年5月27日

社会福祉法人　法輪福祉会 広島市　安佐南区 令和3年3月4日

社会福祉法人　龍善福祉会　上瀬野保育園 広島市　安芸区 令和3年8月5日

社会福祉法人　順正寺福祉会 広島市　中区 令和3年2月20日

社会福祉法人　広島県社会福祉協議会 広島市　南区 令和2年6月16日

社会福祉法人　広島市社会福祉事業団 広島市　東区 平成30年9月7日

社会福祉法人　広島市手をつなぐ育成会 広島市　西区 令和3年6月10日

社会福祉法人　広島常光福祉会 広島市　東区 令和3年6月18日

社会福祉法人　広島東福祉会 広島市　東区 令和1年12月26日

社会福祉法人　広島良城会 広島市　安佐南区 令和3年7月15日

社会福祉法人　広島ＹＭＣＡ福祉会 広島市　中区 令和4年10月3日

社会保険労務士法人　ウィスト 広島市　中区 令和4年3月11日

社会保険労務士法人　サトー 広島市　中区 平成29年3月3日

社会保険労務士法人　ＳａＬａс 広島市　中区 平成30年12月25日

社会保険労務士法人　たんぽぽ会 広島市　安佐南区 平成28年9月29日

ジャストホーム　株式会社 広島市　南区 令和4年3月5日

株式会社　ジャックとまめの木 広島市　中区 平成29年6月19日

有限会社　週刊求人社 広島市　東区 令和4年3月21日

宗教法人　慈学宗 広島市　西区 令和4年1月28日

広島市　中区 令和4年2月24日

宗教法人　生長の家　広島県教化部 広島市　東区 令和3年2月6日

株式会社　秀巧堂 広島市　中区 令和3年11月5日

株式会社　住宅デザイン研究所 広島市　中区 令和4年6月16日

シューペルブリアン　株式会社 広島市　中区 令和3年9月27日

株式会社　寿老園 広島市　南区 平成28年9月30日

女医によるファミリークリニック　大井美恵子 広島市　南区 令和4年1月31日

株式会社　城南交通 広島市　安佐南区 令和3年3月9日

株式会社　情報セキュリティマネジメント 広島市　南区 令和2年4月9日

株式会社　将利 広島市　中区 令和4年2月1日

昭和機工　株式会社 広島市　中区 平成30年11月29日

株式会社　昭和モータース 広島市　安芸区 令和3年3月17日

株式会社　食彩フーズ 広島市　東区 令和1年11月14日

株式会社　曙光 広島市　東区 令和1年10月18日

株式会社　ジョブマッチ 広島市　中区 平成30年11月2日

有限会社　白石不動産 広島市　佐伯区 令和4年1月29日

株式会社　白木自動車 広島市　安佐北区 令和3年2月22日

眞永工業　有限会社 広島市　西区 平成30年12月11日

株式会社　新栄工業社 広島市　東区 平成30年12月18日

株式会社　シンギ 広島市　中区 平成30年9月3日

真絆　株式会社 広島市　安佐北区 令和4年10月18日



地域 宣言日事業所名

株式会社　シンク・タンク 広島市　西区 令和4年1月28日

信興産業　株式会社 広島市　南区 平成30年12月18日

株式会社　シンコー 広島市　南区 平成31年4月11日

株式会社　シンコー 広島市　南区 令和3年9月28日

株式会社　シンコーサービス 広島市　佐伯区 令和3年12月28日

シンコースポーツ中国　株式会社 広島市　東区 令和3年8月26日

シンシア不動産　株式会社 広島市　安佐南区 令和4年1月28日

株式会社　新生会計事務所 広島市　中区 令和4年2月10日

株式会社　新星工業社 広島市　南区 平成30年9月18日

新生倉庫運輸　株式会社 広島市　南区 令和3年12月13日

株式会社　シンセイテクノ 広島市　中区 令和4年10月27日

新生電工　株式会社 広島市　中区 令和3年2月6日

株式会社　新中央交通 広島市　安佐北区 令和2年2月14日

株式会社　新日本運輸サービス 広島市　安佐北区 令和4年5月7日

新日本パワーサプライ　株式会社 広島市　南区 令和2年12月1日

有限会社　新広島塗研 広島市　安佐南区 令和4年9月20日

新まるせ　株式会社 広島市　中区 令和3年4月28日

株式会社　シンモト自動車 広島市　安佐南区 平成30年5月25日

シンヨーコーキ　株式会社 広島市　中区 令和4年1月28日

新菱技研　株式会社 広島市　西区 令和3年2月22日

株式会社　新和技研 広島市　西区 令和4年9月8日

有限会社　シンワ技術 広島市　東区 令和3年6月22日

進和建工　株式会社 広島市　安佐北区 令和3年2月26日

株式会社　水光エンジニア 広島市　西区 令和3年9月29日

株式会社　水どう 広島市　中区 平成31年2月22日

四凱ソフトジャパン　株式会社 広島市　中区 令和4年2月21日

株式会社　スキップス 広島市　西区 令和3年11月2日

株式会社　Ｓｑｕｅｅｚｅ　Ｗｏｒｋｓ 広島市　中区 令和3年12月7日

株式会社　スズキプラザ北 広島市　安佐南区 令和4年11月22日

ＳＴＡＲ　ＣＬＡＳＳ　株式会社 広島市　東区 令和3年2月22日

スターアテンダント　株式会社 広島市　安佐南区 平成29年5月22日

株式会社　ＳＴＡＲＴＳ 広島市　西区 令和4年2月15日

株式会社　ステップ 広島市　南区 平成31年1月21日

ストロングマウンテン　株式会社 広島市　西区 平成30年9月17日

株式会社　スペーストライ 広島市　安佐南区 令和4年1月31日

株式会社　スポット 広島市　西区 平成30年12月11日

株式会社　住商 広島市　西区 令和1年10月28日

株式会社　スミタイエ 広島市　南区 令和4年5月10日

住田産業　株式会社 広島市　中区 平成30年12月22日

株式会社　住吉屋 広島市　中区 令和1年10月28日

生活協同組合　ひろしま 広島市　西区 令和1年11月29日

生活協同組合連合会　コープ中国四国事業連合 広島市　東区 令和3年2月25日

株式会社　青果物配給センタ― 広島市　安芸区 平成28年9月28日

有限会社　清木畳装飾 広島市　安佐南区 令和4年2月1日

ＳΕＩＫΕＮ　株式会社 広島市　安佐南区 令和4年10月6日

西部電工　株式会社 広島市　中区 平成28年10月4日

有限会社　誠友建設 広島市　西区 令和4年3月30日



地域 宣言日事業所名

西洋トラスト　株式会社 広島市　中区 令和3年5月26日

税理士法人　あおぞら会計事務所 広島市　中区 平成29年6月5日

税理士法人　アスコート会計 広島市　中区 令和2年11月24日

税理士法人　安部事務所 広島市　西区 平成29年9月15日

税理士法人　オネスティー 広島市　中区 令和4年5月30日

税理士法人　ＳｋｙＳｈｉｐ 広島市　中区 令和4年12月20日

税理士法人　ＴＭ三木会計 広島市　中区 令和4年6月16日

税理士法人　パートナーズ　広島事務所 広島市　中区 令和4年9月2日

税理士法人　広島経営センタ― 広島市　安芸区 令和3年12月13日

西和興産　株式会社 広島市　西区 令和4年9月12日

株式会社　誠和商会 広島市　南区 令和3年2月22日

株式会社　西和物流 広島市　西区 令和4年11月9日

株式会社　セキュリティプロ 広島市　中区 平成30年11月2日

瀬戸内コンサルティング　株式会社 広島市　中区 平成30年10月12日

有限会社　せとうち体器 広島市　南区 令和4年6月24日

瀬戸内海クルーズ　株式会社 広島市　南区 令和4年10月24日

株式会社　セネス 広島市　東区 令和3年2月24日

有限会社　瀬野川自工 広島市　安芸区 平成30年12月18日

株式会社　セノン中国支社 広島市　中区 平成29年1月30日

有限会社　セプト設計事務所 広島市　西区 令和4年2月24日

株式会社　セブレ 広島市　佐伯区 令和4年2月21日

株式会社　セブンリバー 広島市　安佐南区 令和3年11月8日

セムコ　株式会社 広島市　佐伯区 平成28年9月2日

有限会社　セレクトワークス 広島市　佐伯区 令和4年2月10日

株式会社　セレスコーポレーション 広島市　南区 平成29年11月13日

Ｓｅｎ　社会保険労務士法人 広島市　中区 平成28年7月19日

株式会社　全日警広島支社 広島市　中区 令和2年6月22日

有限会社　総合ウェイスト 広島市　西区 令和3年2月22日

株式会社　ＺＯＮＥ 広島市　東区 平成30年3月19日

株式会社　ソマチッド 広島市　中区 令和4年2月4日

株式会社　体育社 広島市　中区 平成29年12月26日

有限会社　ダイイチ企業 広島市　安佐北区 令和2年5月19日

株式会社　第一合同 広島市　中区 令和4年5月23日

株式会社　第一ビル　サービス 広島市　中区 平成28年7月19日

第一ボデー　株式会社 広島市　西区 平成29年4月24日

株式会社　太栄警備 広島市　西区 平成28年9月28日

大栄紙工　株式会社 広島市　中区 令和4年12月14日

大昌工芸　株式会社 広島市　西区 令和4年6月2日

大伸工業　株式会社 広島市　安佐南区 令和4年6月15日

株式会社　Ｔａｉｓｅｉ 広島市　安佐南区 平成30年7月18日

株式会社　ダイセック 広島市　西区 令和4年3月4日

株式会社　大偉テック 広島市　西区 平成30年12月18日

太平ビルサ―ビス　株式会社　広島支店 広島市　中区 平成30年11月15日

大邦テクノプラント　株式会社 広島市　安佐南区 平成30年3月29日

株式会社　ダイヤス食品 広島市　安佐北区 令和3年9月22日

太陽オート　株式会社 広島市　西区 令和2年1月16日

太陽工業　株式会社 広島市　中区 平成30年1月26日



地域 宣言日事業所名

株式会社　タイヨー 広島市　安芸区 令和3年10月11日

株式会社　第四合同 広島市　西区 令和3年3月16日

大和　株式会社 広島市　佐伯区 令和3年2月24日

大和精機　有限会社 広島市　西区 令和4年12月20日

大和重工　株式会社 広島市　安佐北区 令和4年9月12日

タカ・エンタープライズ　有限会社 広島市　中区 令和4年6月16日

高雄運送　株式会社 広島市　安佐北区 令和3年3月22日

高田通商　有限会社 広島市　安佐北区 平成30年5月1日

高千峰金物　株式会社 広島市　西区 令和4年6月10日

株式会社　高野電気商会 広島市　中区 令和2年11月4日

株式会社　高村興業所 広島市　南区 平成28年12月19日

株式会社　タカラ設備 広島市　安佐南区 令和4年7月14日

宝物産　株式会社 広島市　西区 令和4年10月27日

有限会社　タキグチ 広島市　安芸区 平成30年2月7日

株式会社　滝本工務店 広島市　中区 令和3年6月30日

株式会社　匠 広島市　南区 平成30年5月21日

匠施設工業　株式会社 広島市　中区 令和4年4月8日

匠トータルサポート　株式会社 広島市　安佐南区 令和4年1月28日

竹内装飾　株式会社 広島市　東区 令和4年10月4日

竹野海苔　株式会社 広島市　南区 令和4年2月18日

有限会社　竹野商事 広島市　南区 令和4年1月28日

有限会社　竹野商店 広島市　安佐南区 令和4年3月20日

有限会社　たこやき大八 広島市　佐伯区 令和3年5月19日

田坂鋼業　株式会社 広島市　西区 平成30年3月23日

タスクブランチ　株式会社 広島市　中区 令和3年11月1日

有限会社　たちばな 広島市　中区 令和4年1月28日

株式会社　橘運送店 広島市　西区 平成29年3月21日

株式会社　ダック 広島市　中区 平成28年11月25日

株式会社　タツ工業 広島市　佐伯区 令和4年1月29日

有限会社　タツノ工房 広島市　中区 平成30年12月18日

株式会社　立芝 広島市　西区 平成30年11月21日

株式会社　タナカ住建 広島市　安佐北区 令和4年6月13日

田中食品　株式会社 広島市　西区 平成30年8月4日

タナカ米穀　株式会社 広島市　西区 令和3年2月26日

谷川工業　株式会社 広島市　西区 平成29年9月8日

株式会社　谷組 広島市　南区 令和4年9月8日

株式会社　タニシ企画印刷 広島市　中区 平成30年3月14日

株式会社　玉屋 広島市　南区 令和4年4月15日

たむろ木材カンパニー　株式会社 広島市　東区 令和4年5月16日

株式会社　チウスイ 広島市　西区 令和4年3月14日

株式会社　チェルシー 広島市　中区 平成30年11月22日

広島市　中区 令和4年2月4日

株式会社　チャイルドコム 広島市　安佐南区 令和4年7月14日

中央綜合商事　株式会社 広島市　西区 令和1年10月16日

中外テクノス　株式会社 広島市　西区 令和1年9月30日

株式会社　中建日報社 広島市　中区 令和3年2月19日

中国エンジニアリングサ―ビス　株式会社 広島市　南区 令和3年6月16日



地域 宣言日事業所名

中国開発調査　株式会社 広島市　西区 令和4年2月15日

株式会社　中国シジシー 広島市　安佐南区 令和4年10月20日

中国施設設計　株式会社 広島市　東区 平成28年12月21日

中国昇降機サービス　株式会社 広島市　中区 令和4年4月2日

有限会社　中国新聞五月が丘販売所 広島市　佐伯区 令和4年1月28日

株式会社　中国新聞販売センタ― 広島市　中区 平成29年4月27日

中国シンワ　株式会社 広島市　佐伯区 令和2年12月3日

中国電子機器　株式会社 広島市　西区 令和4年2月22日

中国冨士化工建設　株式会社 広島市　東区 令和3年2月8日

有限会社　中国メディカル 広島市　安佐南区 令和4年8月26日

中国ヤマトハカリ　株式会社 広島市　西区 令和4年2月28日

株式会社　ちゅうせき 広島市　中区 平成30年11月1日

中和建設工業株式会社 広島市　安佐南区 平成31年3月7日

株式会社　中和商会 広島市　中区 平成31年3月18日

有限会社　千幸堂 広島市　西区 平成29年11月16日

株式会社　賃金システム総合研究所 広島市　西区 令和4年2月1日

賃金総研社会保険労務士法人 広島市　西区 令和3年3月26日

有限会社　ツアーズ広島 広島市　安芸区 令和4年2月9日

司通信工業　株式会社 広島市　東区 令和1年5月31日

株式会社　月森工務店 広島市　西区 平成30年3月16日

津田金属工業　株式会社 広島市　安芸区 令和3年3月3日

堤田貴金属工業　株式会社 広島市　西区 平成30年2月7日

有限会社　ツネトー 広島市　安佐南区 令和4年7月19日

つばめ交通　株式会社 広島市　東区 平成30年7月30日

ツルキ　有限会社 広島市　佐伯区 令和4年12月23日

つるみ第一交通　有限会社 広島市　南区 令和3年3月2日

株式会社　デイ・リンク 広島市　中区 令和2年9月24日

有限会社　ティ・ワィ 広島市　安佐南区 令和4年12月14日

株式会社　Ｔｉ・Ａｍｏ 広島市　中区 令和4年2月8日

株式会社　Ｔ・Ｃ 広島市　西区 令和2年12月14日

Ｔ＆Ｔネットワーク　株式会社 広島市　中区 令和3年10月22日

有限会社　ＴＥＮ 広島市　西区 平成29年1月16日

ＴＡＴ　株式会社 広島市　西区 令和3年1月8日

株式会社　Ｔ・Ｓ・Ｒ 広島市　安佐北区 令和2年1月29日

Ｔ・Ｓ・Ｒホールディングス　株式会社 広島市　安佐北区 令和2年1月29日

株式会社　ティーエス・ハマモト 広島市　安佐南区 令和2年9月17日

株式会社　ティーエスピー 広島市　南区 令和4年2月1日

株式会社　ティーズネット 広島市　中区 令和3年7月28日

株式会社　Ｔ．Ｐ．Ｃ 広島市　西区 令和2年3月30日

ＤＨ８　株式会社 広島市　東区 令和3年10月26日

株式会社　テイケイ西日本 広島市　中区 平成29年1月26日

株式会社　テクシード 広島市　東区 令和4年6月15日

デジタルソリューション　株式会社 広島市　東区 平成28年9月28日

株式会社　テックヒューマン 広島市　中区 令和4年3月3日

株式会社　手と手 広島市　安芸区 平成30年11月20日

株式会社　デモリス 広島市　安芸区 令和4年5月19日

有限会社　テラオ 広島市　佐伯区 令和4年7月14日



地域 宣言日事業所名

株式会社　デンタルタイアップ 広島市　中区 令和3年3月22日

株式会社　東海ボイラ工業所 広島市　西区 令和3年3月25日

有限会社　東海保険サービス 広島市　佐伯区 令和4年9月6日

株式会社　東京海上日動パートナーズ中国四国 広島市　中区 平成29年10月3日

株式会社　ＤＯＧＥＴＨＥＲＥ 広島市　中区 令和3年3月19日

株式会社　藤伸 広島市　佐伯区 令和2年9月7日

東邦工事　株式会社 広島市　中区 令和4年1月28日

東邦ハウス　株式会社 広島市　東区 令和4年12月19日

有限会社　東洋クリエイト 広島市　佐伯区 令和3年2月18日

株式会社　東洋建設 広島市　佐伯区 令和4年4月3日

株式会社　東洋高圧 広島市　西区 平成29年5月29日

有限会社　東洋住建 広島市　安佐北区 令和4年2月4日

東洋省力　株式会社 広島市　佐伯区 平成29年3月13日

東洋電装　株式会社 広島市　安佐南区 平成30年11月13日

東洋トムソン　株式会社 広島市　西区 平成30年12月18日

東洋防災　株式会社 広島市　西区 平成29年3月29日

東洋リフト製造　株式会社 広島市　安佐南区 令和4年3月7日

株式会社　東横イン広島駅前大橋南 広島市　南区 令和3年2月14日

東和セキュリティサ―ビス　株式会社 広島市　南区 令和4年2月2日

株式会社　東和テクノロジー 広島市　中区 令和4年2月14日

東和電子　株式会社 広島市　西区 令和3年2月22日

株式会社　ド―カン 広島市　南区 令和4年1月29日

有限会社　トータス 広島市　佐伯区 令和4年2月10日

株式会社　トータテコミュニティ 広島市　中区 令和3年7月28日

トータテ住宅販売　株式会社 広島市　中区 令和3年7月28日

株式会社　トータテ都市開発 広島市　中区 令和3年7月28日

株式会社　トータテハウジング 広島市　中区 令和3年7月28日

株式会社　トータテホールディングス 広島市　中区 令和3年7月28日

株式会社　トータテ保険サービス 広島市　中区 令和3年7月28日

株式会社　トータテリフォームセンター 広島市　西区 令和3年7月28日

株式会社　トータル 広島市　中区 平成30年9月26日

有限会社　トータルワーク 広島市　西区 令和3年3月3日

トーホー　株式会社 広島市　西区 令和4年5月18日

株式会社　とおる飛脚 広島市　中区 令和4年3月3日

有限会社　ときわ産業 広島市　安芸区 令和4年5月17日

広島市　東区 平成29年6月6日

広島市　中区 令和3年10月25日

広島市　東区 平成29年6月12日

広島市　佐伯区 令和4年2月25日

広島市　東区 令和4年12月28日

広島市　中区 令和3年3月8日

広島市　南区 令和4年3月11日

都市環境整備　株式会社 広島市　西区 令和3年11月18日

都市道路開発　（株） 広島市　中区 平成28年12月14日

ドッグライク　株式会社 広島市　中区 令和4年6月17日

株式会社　トップサービス 広島市　安佐北区 令和1年12月18日

株式会社　ＴｏｍＴａｋ 広島市　中区 令和4年2月3日



地域 宣言日事業所名

友鉄工業　株式会社 広島市　安佐北区 平成29年10月31日

有限会社　豊見薬局 広島市　佐伯区 令和3年3月13日

株式会社　トラスティサポート 広島市　安佐北区 令和2年11月16日

有限会社　トラストライン 広島市　安佐南区 令和4年4月27日

有限会社　トラベルアイ 広島市　中区 平成28年12月6日

株式会社　トラム 広島市　中区 令和2年11月27日

鳥井油業　株式会社 広島市　南区 平成30年1月29日

有限会社　トリニティー 広島市　中区 令和3年11月12日

株式会社　ＴＵＮＮＥＬ　ＨＡＩＲ 広島市　中区 令和4年1月28日

内外工業　株式会社 広島市　南区 令和4年2月3日

株式会社　ナガ・ツキ 広島市　中区 令和3年2月8日

株式会社　ナカオカ 広島市　中区 令和3年7月30日

株式会社　ナカシマ 広島市　中区 令和4年8月8日

中島電業　株式会社 広島市　中区 平成28年9月28日

株式会社　ナカニシガラス 広島市　中区 平成30年11月2日

株式会社　中野工業 広島市　西区 令和4年3月11日

有限会社　中野タクシー 広島市　安芸区 令和2年4月3日

中村角　株式会社 広島市　西区 令和1年8月22日

中村砕石　株式会社 広島市　安佐北区 令和4年5月25日

株式会社　中村設備産業 広島市　中区 平成29年5月17日

株式会社　中本本店 広島市　中区 平成30年9月26日

有限会社　ナガモト工務店 広島市　安佐南区 令和4年2月3日

ナカヤ化粧品店　畠山　昌幸 広島市　安芸区 令和4年2月7日

有限会社　中山管工 広島市　西区 令和1年6月13日

中山法面工業　有限会社 広島市　南区 令和4年11月21日

中吉エンジニアリング　株式会社 広島市　西区 平成28年9月30日

株式会社　ナチュラル雅 広島市　安佐南区 平成31年3月5日

有限会社　ナックユノ 広島市　西区 平成29年1月4日

有限会社　ナミキジャンクション 広島市　佐伯区 令和4年11月8日

株式会社　波平建設 広島市　安佐北区 令和4年7月15日

株式会社　ナム 広島市　南区 平成30年2月22日

有限会社　ナルー 広島市　西区 令和4年3月6日

株式会社　ニコー 広島市　東区 令和4年8月8日

株式会社　西岡工業 広島市　東区 平成29年1月12日

株式会社　ニシカイチ 広島市　佐伯区 平成30年10月28日

西川デザインテクノ　株式会社 広島市　西区 令和4年6月1日

株式会社　西川ビッグオーシャン 広島市　安佐北区 平成29年6月8日

西川物産株式会社 広島市　安佐南区 令和3年11月4日

株式会社　にしき堂 広島市　東区 平成30年10月5日

株式会社　ニシキプリント 広島市　西区 平成30年8月24日

西研　株式会社 広島市　西区 平成30年9月5日

西中国キリスト教社会事業団　広島キリスト教社会館 広島市　西区 平成28年10月5日

株式会社　西日本エイテック 広島市　中区 平成29年5月18日

西日本高速道路サービス中国　株式会社 広島市　南区 令和2年6月8日

西日本高速道路パトロール中国　株式会社 広島市　安佐南区 平成28年9月23日

西日本建物管理株式会社 広島市　西区 平成30年8月30日

西日本バスネットサービス　株式会社 広島市　南区 令和4年5月30日



地域 宣言日事業所名

西野回送　有限会社 広島市　西区 令和1年6月17日

西原電機通信　株式会社 広島市　西区 令和1年6月10日

西広島いすゞサービス　株式会社 広島市　安佐南区 令和3年2月18日

有限会社　西本屋 広島市　東区 平成30年2月6日

西山石材　株式会社 広島市　安佐北区 令和4年2月2日

二勝コーポレーション　株式会社 広島市　佐伯区 令和4年6月9日

株式会社　日電テレコム 広島市　安佐南区 令和3年11月10日

日化ポリマー中国　株式会社 広島市　安佐南区 平成31年4月16日

株式会社　日警セフティ 広島市　安佐南区 令和1年12月24日

日新産業　株式会社 広島市　西区 平成29年5月29日

日信防災工事　株式会社 広島市　西区 令和4年5月16日

日水化学工業　株式会社 広島市　中区 令和4年9月22日

株式会社　ニッタマテリアル 広島市　西区 令和3年6月9日

株式会社　ニッテツ 広島市　西区 平成30年8月29日

有限会社　日東ベンディング中国 広島市　佐伯区 平成30年8月29日

株式会社　日東リバティ 広島市　南区 令和3年2月7日

ﾆﾂﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ中国　株式会社 広島市　中区 令和3年6月15日

日本産商　株式会社 広島市　南区 令和3年3月17日

日本基準寝具株式会社 広島市　安佐南区 平成28年8月10日

日本グローバルサービス　株式会社 広島市　南区 令和4年3月4日

株式会社　日本斎苑 広島市　中区 令和4年9月30日

日本サンライズ　株式会社 広島市　西区 令和1年10月28日

日本シーレーク株式会社 広島市　安佐南区 令和3年3月5日

株式会社　日本パーカーライジング　広島工場 広島市　中区 令和3年8月10日

株式会社　ニムラ 広島市　安佐南区 令和2年11月24日

二村自動車株式会社 広島市　安佐南区 平成28年8月2日

株式会社　ニューサファリ 広島市　安佐南区 令和4年10月24日

株式会社　ニュートン 広島市　南区 平成29年9月20日

ニュ―ワ―ルドツ―リスト中国観光　株式会社 広島市　南区 平成30年11月16日

沼田建材　株式会社 広島市　安佐南区 令和4年2月25日

沼田建設　株式会社 広島市　安佐北区 令和1年10月28日

株式会社　沼田産業 広島市　安佐南区 令和3年11月2日

有限会社　ネクサス 広島市　中区 令和2年3月31日

株式会社　ネクサス 広島市　佐伯区 令和4年9月16日

ＮＥＸＣＯ西日本コンサルタンツ　株式会社 広島市　東区 令和3年6月30日

猫本商事　株式会社 広島市　安佐南区 令和2年7月30日

株式会社　ネット･エックス 広島市　西区 令和4年7月28日

株式会社　能美電機 広島市　中区 令和4年3月11日

ノースアイランド　株式会社 広島市　南区 令和3年1月12日

ＮＯＳＣＯインシュアランスサービス　株式会社 広島市　中区 令和4年12月14日

株式会社　野間産業 広島市　中区 令和3年2月19日

有限会社　ノムラ調剤薬局 広島市　東区 令和4年9月22日

株式会社　パークサイドホテル 広島市　中区 令和4年2月21日

ハーコブ　株式会社 広島市　安佐北区 平成30年1月20日

株式会社　ハーストーリィプラス 広島市　中区 令和3年2月22日

株式会社　Ｈｅａｒｔ 広島市　安佐南区 令和2年1月28日

株式会社　ハートアンサンブル 広島市　東区 令和4年2月4日



地域 宣言日事業所名

株式会社　ハーモニー 広島市　安佐南区 令和2年2月3日

株式会社　Ｈｉｇｈ　Ｃｏｍｍｉｔ 広島市　中区 令和4年2月7日

株式会社　ハウススタイル 広島市　安佐南区 令和4年6月10日

株式会社　ハウスプランニング 広島市　佐伯区 令和4年10月19日

株式会社　白鷹 広島市　中区 令和4年1月28日

橋本燃料　株式会社 広島市　中区 令和3年2月9日

有限会社　長谷産業 広島市　佐伯区 令和4年9月1日

株式会社　畠山倉庫 広島市　南区 令和4年3月4日

畑野税理士事務所　畑野洋一郎 広島市　安佐北区 令和4年1月28日

株式会社　廿日市カープタクシー 広島市　南区 令和1年7月9日

株式会社　八紘 広島市　安佐南区 令和3年3月23日

八光建設工業　株式会社 広島市　東区 平成29年5月24日

八紘運輸　有限会社 広島市　安佐南区 平成29年5月29日

有限会社　花岡組 広島市　中区 令和4年2月2日

株式会社　ハナキ 広島市　中区 令和2年3月18日

株式会社　パナケア 広島市　中区 令和4年1月7日

株式会社　浜本工業 広島市　安芸区 令和4年9月9日

株式会社　林運送 広島市　南区 令和3年2月19日

有限会社　林工業所 広島市　安芸区 平成28年10月29日

有限会社　速見運輸 広島市　中区 令和3年5月7日

株式会社　ハラダテクノ 広島市　安佐南区 令和3年11月5日

有限会社　ハリコ自動車 広島市　東区 令和4年2月14日

有限会社　パリッシュ・エージェンシー 広島市　中区 令和4年1月30日

パルライフサポート　株式会社 広島市　中区 令和4年1月28日

株式会社　ハンズ 広島市　中区 令和3年8月20日

株式会社　ＢａｎＳｏｗ 広島市　中区 令和4年6月14日

有限会社　パンダライフ 広島市　安佐南区 平成28年7月26日

有限会社　Вｅ　ｆｏｒｍ 広島市　安芸区 令和3年7月1日

株式会社　Ｂｅ　ｈｅａｌｔｈｙ 広島市　中区 平成31年1月8日

株式会社　ピーエムシー企画 広島市　西区 令和4年6月6日

株式会社　ＢＬＣ 広島市　西区 令和2年4月3日

有限会社　ピ―ケント 広島市　安佐北区 令和4年8月21日

株式会社　ビーシー・イングス 広島市　南区 令和3年3月16日

株式会社　ＢＧＯ 広島市　安佐北区 令和4年2月4日

株式会社　ビーテック 広島市　中区 平成30年11月13日

株式会社　ビーテックサービス 広島市　中区 平成28年12月16日

有限会社　ビーライフ　バンクラ 広島市　安佐北区 令和2年1月27日

株式会社　ひいらぎシェアードサービス 広島市　中区 令和4年8月25日

株式会社　ビーンズ 広島市　安芸区 令和4年9月7日

株式会社　ピオス 広島市　中区 令和4年2月21日

東田運輸　株式会社 広島市　中区 令和3年2月8日

ヒカリ建設株式会社 広島市　西区 平成28年12月21日

有限会社　久松 広島市　安佐北区 令和4年2月28日

株式会社　ビジネスサポート・クリエイト 広島市　中区 令和2年10月21日

有限会社　ビジネスマネージメント・アドバイザーズ 広島市　西区 平成28年12月21日

株式会社　ビットゼミ 広島市　中区 令和1年7月24日

ビットリバー　株式会社 広島市　中区 令和3年3月22日



地域 宣言日事業所名

有限会社　ビデオパック 広島市　西区 平成30年11月6日

ひと･いきいきカンパニー　株式会社 広島市　佐伯区 令和4年1月25日

株式会社　ひなた 広島市　西区 令和4年9月13日

株式会社　ひのき 広島市　西区 令和2年2月3日

ひのでクリニック　橋本和憲 広島市　南区 令和4年3月25日

日の丸産業　株式会社 広島市　南区 令和3年8月23日

有限会社　ビューティーサロンメゾン 広島市　西区 令和4年7月19日

ヒューテックサービス　株式会社 広島市　中区 平成29年6月14日

株式会社　ヒューマックス 広島市　南区 令和1年7月26日

株式会社　ヒューモ 広島市　中区 令和3年2月9日

平岡工業　株式会社 広島市　安佐南区 令和2年6月17日

株式会社　ヒラオカユニ 広島市　中区 令和1年11月15日

株式会社　日留田製作所 広島市　安芸区 令和4年3月1日

株式会社　ヒロキ 広島市　佐伯区 令和4年9月14日

株式会社　ヒロ工芸 広島市　安佐南区 平成30年9月19日

ヒロコン　株式会社 広島市　安佐南区 平成29年7月20日

株式会社　ＨＩＲＯＳＨＩ 広島市　佐伯区 令和3年3月8日

有限会社　広島東報工事 広島市　中区 平成30年11月15日

有限会社　広島アロー 広島市　安佐南区 平成28年9月28日

広島医療生活協同組合 広島市　安佐南区 令和4年7月25日

広島魚市場　株式会社 広島市　西区 令和4年10月18日

広島魚商協同組合 広島市　西区 令和4年3月12日

株式会社　ひろしまエイジェンシー 広島市　中区 令和4年5月6日

広島ガスメイト　株式会社 広島市　南区 平成29年12月22日

ひろしま管財　株式会社 広島市　中区 令和4年1月20日

有限会社　広島義肢製作所 広島市　西区 令和3年3月2日

広島機販　株式会社 広島市　西区 平成30年11月15日

広島急送　株式会社 広島市　安佐北区 平成28年12月19日

広島空調工業　株式会社 広島市　西区 平成30年11月2日

株式会社　広島経済研究所 広島市　中区 平成29年1月25日

広島県教職員組合 広島市　東区 令和3年6月16日

広島県国民健康保険団体連合会 広島市　中区 平成28年8月23日

広島県商工会連合会 広島市　中区 平成29年5月29日

広島県中小企業共済協同組合 広島市　中区 令和1年9月3日

株式会社　広島元気いっぱいプロジェクト 広島市　安佐南区 令和1年6月14日

広島県建設業協会連合会　会長　空久保　求 広島市　中区 令和4年1月28日

広島県建設労働組合第七地域連合広島 広島市　西区 令和3年3月10日

広島県高等学校　生活協同組合 広島市　中区 令和3年2月18日

広島県個人タクシー協同組合 広島市　南区 令和3年3月3日

広島県社会保険労務士会 広島市　中区 令和3年3月11日

株式会社　広島県住宅管理センター 広島市　安佐北区 令和3年2月16日

株式会社　広島県種苗 広島市　西区 令和3年9月24日

広島県食品企業年金基金 広島市　南区 令和4年2月18日

広島県中小企業家同友会 広島市　中区 令和4年3月11日

広島県土地改良事業団体連合会 広島市　中区 令和4年1月20日

広島県農業共済組合 広島市　東区 平成28年7月21日

広島県薬業　株式会社 広島市　西区 平成30年6月28日



地域 宣言日事業所名

株式会社　広島県リースタオル 広島市　南区 令和2年8月5日

株式会社　広島厚生会 広島市　南区 令和3年7月20日

広島高速道路公社 広島市　東区 令和3年6月24日

広島交通　株式会社 広島市　西区 令和4年4月22日

広島市森林組合 広島市　安佐北区 令和3年3月8日

広島商工会議所 広島市　中区 令和3年5月28日

広島畳材　株式会社 広島市　西区 平成29年2月27日

株式会社　広島情報シンフォニー 広島市　東区 平成29年6月20日

広島食糧協同組合 広島市　南区 平成28年8月29日

ひろしま人事サポート　合同会社 広島市　中区 平成28年12月6日

広島水産　株式会社 広島市　西区 令和3年2月8日

広島総合開発　株式会社 広島市　西区 令和3年3月2日

広島綜合警備保障　株式会社 広島市　安佐南区 平成31年3月28日

広島中央保険サービス　株式会社 広島市　南区 令和2年11月6日

株式会社　広島中小企業計算センタ― 広島市　中区 令和4年1月28日

株式会社　広島テクニカルシステム 広島市　安佐北区 令和4年6月10日

株式会社　広島テクニツク 広島市　南区 平成30年11月29日

広島日酸　株式会社 広島市　中区 平成29年5月25日

広島荷役　株式会社 広島市　南区 平成31年3月25日

広島バス　株式会社 広島市　中区 平成28年11月2日

株式会社　広島バスセンター 広島市　中区 令和3年10月5日

有限会社　広島プロデュース 広島市　南区 平成29年11月13日

株式会社　広島ベイマリーナ 広島市　南区 平成29年1月10日

ひろしまほけん　株式会社 広島市　安佐南区 令和1年11月7日

株式会社　広島保険サービス 広島市　安佐南区 令和1年10月7日

広島舗材　株式会社 広島市　安佐南区 令和3年10月14日

株式会社　広島マイネット 広島市　中区 令和4年2月2日

広島民主商工会 広島市　中区 令和4年5月2日

株式会社　広島メディカルサ―ビス 広島市　安佐南区 令和4年1月29日

広島輸送ターミナル協同組合 広島市　西区 平成29年2月6日

広島陸送　株式会社 広島市　西区 令和2年2月17日

株式会社　広島リバイン 広島市　西区 平成30年1月31日

株式会社　ヒロセキ 広島市　中区 令和3年2月8日

株式会社　ヒロツク 広島市　西区 令和3年7月15日

有限会社　ヒロテク 広島市　安佐北区 令和4年10月24日

ヒロテツ工業　株式会社 広島市　西区 令和2年9月3日

株式会社　弘中設備 広島市　西区 平成31年3月20日

株式会社　広の島 広島市　安佐南区 令和1年11月1日

有限会社　広三自動車 広島市　南区 平成28年8月26日

株式会社　ファーストスタッフ 広島市　西区 平成30年1月26日

株式会社　ファーマインド　広島センター 広島市　西区 令和3年3月12日

株式会社　５コーポレーション 広島市　南区 平成30年8月20日

株式会社　ファイン 広島市　安佐北区 令和4年9月6日

有限会社　ファインテクニック 広島市　西区 令和3年1月15日

株式会社　ファインプラス 広島市　西区 令和3年7月2日

株式会社　Ｆａｂｒｉｃ　Ａｒｔｓ 広島市　中区 平成29年6月6日

株式会社　ファルベ 広島市　中区 令和3年5月27日



地域 宣言日事業所名

有限会社　フィットネスプロジェクトエー 広島市　中区 平成30年10月4日

株式会社　Ｆｉｎｄｅｎ 広島市　中区 令和4年2月3日

株式会社　フーズアイ 広島市　西区 平成31年4月10日

株式会社　ブーフーウー 広島市　安佐南区 令和1年8月31日

株式会社　フェイス 広島市　西区 令和3年12月24日

フェニックス工業　株式会社 広島市　安佐南区 令和3年2月27日

株式会社　フォーブル 広島市　安佐南区 令和4年9月15日

株式会社　フォノグラム 広島市　中区 令和2年2月12日

復建調査設計　株式会社 広島市　東区 平成28年9月16日

広島市　中区 令和4年7月19日

株式会社　フクナガ 広島市　西区 令和3年12月24日

株式会社　福屋 広島市　中区 平成29年11月20日

福屋不動産　株式会社 広島市　中区 令和4年2月9日

藤井外科内科クリニック　藤井康史 広島市　中区 平成28年10月7日

有限会社　藤岡保険コンサルタント 広島市　佐伯区 令和4年1月31日

富士企業　株式会社 広島市　佐伯区 平成28年8月23日

株式会社　フジコンシステム 広島市　安芸区 令和4年12月13日

株式会社　藤崎商会 広島市　中区 平成30年11月2日

フジスコ　株式会社 広島市　安芸区 令和4年4月22日

株式会社　フジセンイ 広島市　中区 令和3年2月11日

藤田工産　株式会社 広島市　南区 令和4年1月19日

株式会社　藤田工業 広島市　南区 平成28年9月28日

株式会社　藤谷 広島市　東区 令和4年7月22日

有限会社　藤永電業 広島市　安佐南区 令和4年2月28日

株式会社　不二ビルサービス 広島市　西区 平成30年3月9日

株式会社　伏光組 広島市　南区 令和4年6月8日

株式会社　藤原商会 広島市　西区 令和4年6月16日

株式会社　双葉 広島市　西区 令和4年3月4日

双葉運輸　株式会社 広島市　西区 令和4年3月4日

株式会社　二葉通信 広島市　中区 令和4年4月15日

双葉ホールディングス　株式会社 広島市　西区 令和4年3月4日

府中紙工　株式会社 広島市　安佐北区 令和4年10月27日

株式会社　府中テンパール 広島市　安佐北区 令和1年9月30日

有限会社　フミヤランドリー 広島市　安佐南区 令和4年3月21日

有限会社　ブライダルオフィス 広島市　南区 平成29年11月13日

株式会社　プラザ紅陽 広島市　安佐北区 令和4年9月30日

プラザ広島　株式会社 広島市　東区 令和4年1月28日

プラネートファイブ　株式会社 広島市　中区 令和4年1月28日

株式会社　プランニングサプライ 広島市　中区 令和3年2月25日

株式会社　プランニング三誠 広島市　西区 令和3年10月8日

株式会社　プリート 広島市　佐伯区 令和4年10月27日

株式会社　古市モータース 広島市　安佐南区 令和4年7月15日

Ｂｌｕｅ　Ｓｋｙ　Ｆｒｏｎｔｉｅｒ　株式会社 広島市　中区 令和4年5月31日

株式会社　フルケア 広島市　西区 平成30年2月7日

フルタニモールディング　株式会社 広島市　西区 令和4年1月31日

株式会社　フルハウス 広島市　西区 令和4年1月28日

株式会社　ＰＬＡＹＧＲＯＵＮＤ 広島市　中区 令和1年6月11日



地域 宣言日事業所名

株式会社　プレスセンタ― 広島市　南区 令和3年11月19日

株式会社　フレスタ 広島市　安佐南区 平成28年12月15日

株式会社　フレスタホールディングス 広島市　安佐南区 令和4年2月24日

株式会社　プレモ．ネット 広島市　安佐北区 令和3年11月8日

株式会社　ブロード・ウェイ 広島市　東区 令和3年2月24日

株式会社　フロンティア 広島市　西区 平成29年1月5日

平成物流　株式会社 広島市　西区 令和4年3月4日

株式会社　平和広告 広島市　中区 令和3年11月18日

平和情報システム　株式会社 広島市　西区 平成31年3月28日

平和電機株式会社 広島市　中区 令和3年2月25日

平和不動産販売　株式会社 広島市　安佐南区 令和3年2月20日

広島市　安佐南区 令和1年5月15日

有限会社　ベスト工房広島 広島市　中区 令和4年2月1日

株式会社　部屋店 広島市　中区 平成30年1月29日

株式会社　ベルアージュ 広島市　安芸区 令和1年12月12日

株式会社　ΒОΑＺ 広島市　中区 令和2年1月14日

株式会社　豊国安芸調査設計 広島市　中区 令和3年10月5日

株式会社　ＢＯＧＥＮ 広島市　中区 令和4年10月4日

有限会社　ホームサ―ビス植木 広島市　安佐南区 令和3年3月11日

株式会社　ホｰムナｰス 広島市　東区 平成31年3月14日

株式会社　ホームプロテクト 広島市　安佐南区 令和4年1月29日

株式会社　北部組 広島市　安佐南区 令和3年2月22日

ポコポンソフト　株式会社 広島市　南区 令和4年3月11日

ホシザキ中国　株式会社 広島市　中区 令和3年12月13日

株式会社　法華倶楽部 広島市　中区 平成30年12月29日

株式会社　ポップジャパン 広島市　安佐南区 平成28年8月30日

ボディーアルファー　株式会社 広島市　安佐北区 平成28年12月19日

株式会社　ホロン 広島市　中区 平成30年7月25日

ホンダ自動車販売広島　株式会社 広島市　佐伯区 令和3年12月3日

株式会社　本分社 広島市　中区 令和3年12月27日

株式会社　マークスラッシュ 広島市　中区 令和3年2月17日

有限会社　マイ構図設計事務所 広島市　西区 令和3年11月2日

株式会社　マイコック 広島市　安芸区 平成30年10月12日

株式会社　Ｍｙｃｅ 広島市　安佐南区 令和1年10月9日

株式会社　マエダハウジング 広島市　中区 平成30年3月18日

株式会社　まこと屋 広島市　中区 平成31年3月15日

まごの手サービス　株式会社 広島市　安佐南区 令和4年7月23日

広島市　南区 令和2年1月17日

株式会社　マステクノ 広島市　西区 令和4年4月14日

ますや塗料　株式会社 広島市　西区 平成31年3月20日

松井印刷　株式会社 広島市　西区 平成28年12月17日

有限会社　松尾武道具製作所 広島市　中区 令和4年2月24日

株式会社　ＭＡＴＳＵＯＫＡ 広島市　安佐南区 平成29年5月29日

松岡クリーナー　株式会社 広島市　南区 令和4年9月21日

まつかさ　合同会社 広島市　安佐北区 令和4年8月19日

株式会社　松広 広島市　中区 令和3年7月27日

株式会社　マッサージセンター 広島市　中区 令和4年9月29日



地域 宣言日事業所名

株式会社　松田製袋 広島市　中区 令和4年3月3日

株式会社　マリオホーム 広島市　西区 令和4年1月28日

丸一倉庫運輸　株式会社 広島市　西区 令和1年11月29日

丸子硝子　株式会社 広島市　中区 平成29年5月25日

丸三タクシー　株式会社 広島市　南区 平成28年9月29日

丸伸企業　株式会社 広島市　安佐北区 令和3年11月12日

丸徳海苔　株式会社 広島市　西区 令和3年11月19日

株式会社　丸猫 広島市　安佐南区 令和4年11月16日

丸福建材工業　株式会社 広島市　中区 平成31年4月22日

株式会社　マルミ 広島市　安佐北区 令和4年7月25日

株式会社　万惣 広島市　佐伯区 令和3年3月8日

有限会社　ミ―ナ 広島市　中区 平成29年2月24日

株式会社　ミカサ 広島市　安佐北区 平成30年12月21日

株式会社　ミクセル 広島市　中区 令和3年2月12日

有限会社　みこころ 広島市　安佐南区 令和3年3月23日

三島食品　株式会社 広島市　中区 平成29年1月27日

株式会社　ミシマホールディングス 広島市　中区 令和3年7月1日

株式会社　ミズキコンプライアンス 広島市　東区 令和3年2月25日

株式会社　ＭＩＺＵ　ＳＡＰＯ 広島市　中区 令和4年9月22日

株式会社　Ｍｉｚｕｓｏ 広島市　佐伯区 令和1年7月4日

株式会社　水野工業所 広島市　中区 平成29年5月17日

有限会社　ミズノダクト 広島市　安佐北区 令和3年2月24日

三田ゴム　株式会社 広島市　中区 令和4年9月8日

株式会社　ミック 広島市　中区 令和4年5月26日

株式会社　ミッションワーク 広島市　安佐南区 平成31年2月12日

三矢運送　株式会社 広島市　安佐南区 平成28年7月21日

株式会社　みどりホールディングス 広島市　中区 平成28年9月28日

株式会社　ミナガネット 広島市　佐伯区 令和2年10月21日

有限会社　皆実運送 広島市　南区 令和4年9月28日

株式会社　美はる社 広島市　西区 令和3年2月8日

宮川興業　株式会社 広島市　安佐南区 令和3年1月13日

株式会社　ミヤケン 広島市　南区 令和4年7月21日

有限会社　宮迫工業所 広島市　南区 令和4年8月22日

株式会社　宮島カープタクシー 広島市　南区 令和4年8月22日

宮本塗装工業　株式会社 広島市　西区 令和3年2月26日

有限会社　宮本家具工業所 広島市　佐伯区 令和4年2月2日

株式会社　みよしの 広島市　中区 令和4年2月4日

株式会社　三吉屋 広島市　佐伯区 平成29年10月18日

ミヨシ薬品　株式会社 広島市　中区 令和3年2月8日

株式会社　ミヨマル 広島市　安佐南区 令和1年10月8日

株式会社　ＭＹＲＩＺ 広島市　安佐北区 令和1年9月19日

株式会社　ミライ・エ 広島市　中区 令和2年11月9日

株式会社　ミライワーク 広島市　西区 令和4年1月28日

ミリアグループ　株式会社 広島市　中区 平成29年5月24日

株式会社　ミルテル 広島市　南区 令和3年2月17日

株式会社　向井製作所 広島市　安佐北区 令和3年9月21日

株式会社　睦設計 広島市　佐伯区 令和3年3月15日



地域 宣言日事業所名

宗盛電気サ―ビス　株式会社 広島市　南区 平成28年9月28日

村上外科内科　村上　博宣 広島市　南区 令和3年2月20日

株式会社　ムラカワ 広島市　安佐北区 令和2年9月1日

株式会社　メイツ中国 広島市　中区 令和4年2月10日

株式会社　メイプルソフト 広島市　西区 令和2年4月8日

明和運送　株式会社 広島市　南区 平成28年10月27日

有限会社　めぐみ 広島市　中区 令和4年4月19日

メディソル　株式会社 広島市　佐伯区 令和3年2月24日

有限会社　メテコ 広島市　安佐南区 令和4年11月10日

株式会社　モイスティーヌ広島販売 広島市　中区 令和4年2月22日

毛利アークハード　株式会社 広島市　安佐南区 平成30年4月10日

有限会社　もえぎ 広島市　安芸区 令和3年3月22日

有限会社　モコ・スタッフ 広島市　中区 令和4年2月7日

モダンデコ　株式会社 広島市　中区 平成31年4月16日

モラブ工業　株式会社 広島市　南区 令和4年4月15日

森川電業　株式会社 広島市　安佐北区 令和4年10月14日

株式会社　森創 広島市　東区 令和4年2月3日

株式会社　モリタカ 広島市　南区 令和2年11月19日

森電設　株式会社 広島市　安佐南区 平成30年4月23日

森永工業　株式会社 広島市　安芸区 平成29年6月16日

株式会社　モルテン 広島市　西区 令和3年11月30日

門田建設工業　有限会社 広島市　佐伯区 令和4年5月26日

株式会社 やしき 広島市　西区 令和4年2月15日

八洲管理　株式会社 広島市　西区 令和3年8月27日

株式会社　ヤシロ 広島市　佐伯区 令和3年12月15日

八千代工業　株式会社 広島市　安佐北区 平成31年3月8日

株式会社　矢野カープタクシー 広島市　南区 令和4年8月22日

株式会社　山一管工 広島市　西区 平成30年11月15日

山県運輸　株式会社 広島市　佐伯区 令和4年2月14日

株式会社　ｙａｍａｋｉｄｏ 広島市　安佐南区 平成30年9月10日

株式会社　ヤマテック 広島市　安佐北区 令和4年4月28日

株式会社　ＹＡＭＡＴΟ 広島市　南区 令和4年11月28日

株式会社　大和屋酒舗 広島市　中区 令和3年11月2日

株式会社　山豊 広島市　西区 平成28年9月30日

ヤマニゴム工業　株式会社 広島市　安佐北区 令和4年2月8日

ヤマネホールディングス　株式会社 広島市　南区 令和3年11月2日

株式会社　山根冷熱 広島市　中区 令和4年1月31日

株式会社　やまひ 広島市　西区 令和3年1月23日

山本設備工業　株式会社 広島市　東区 平成30年12月4日

有限会社　山本建興 広島市　佐伯区 令和3年3月31日

株式会社　Ｙｏｕ　ｐｒｏｊｅｃｔ 広島市　中区 平成31年1月24日

株式会社　Ｙｏｕ　Ｈｏｍｅ 広島市　南区 令和4年5月31日

株式会社　ユーアイシステムズ 広島市　西区 平成31年1月28日

株式会社　ユーエムエス 広島市　安佐北区 令和1年5月23日

株式会社　ゆうき 広島市　佐伯区 平成29年5月31日

ゆう電器　株式会社 広島市　佐伯区 令和4年3月12日

ゆかり屋本舗　株式会社 広島市　安佐北区 令和4年2月21日



地域 宣言日事業所名

株式会社　ユニカ 広島市　西区 令和4年2月15日

株式会社　ユニサス 広島市　中区 令和4年3月11日

株式会社　ユニックス 広島市　西区 令和3年3月13日

株式会社　ユニバーサルポスト 広島市　西区 平成29年1月5日

株式会社　陽光システム 広島市　中区 令和3年11月29日

洋翔建設　株式会社 広島市　安佐北区 令和3年11月18日

有限会社　横田印房 広島市　中区 平成31年2月7日

株式会社　横山工業所 広島市　南区 平成29年5月22日

有限会社　吉 広島市　中区 令和4年6月16日

株式会社　吉井オフィス 広島市　中区 令和4年7月20日

吉岡産業　株式会社 広島市　中区 平成30年11月2日

広島市　安佐南区 平成30年10月17日

株式会社　吉田急配 広島市　南区 平成30年12月4日

有限会社　吉原運送 広島市　安芸区 平成28年9月28日

株式会社　ヨシハラテント 広島市　佐伯区 令和4年12月23日

株式会社　よつばスター 広島市　安佐南区 令和3年1月29日

読売新聞広島販売　株式会社 広島市　西区 令和2年1月15日

株式会社　Ｌａ　ｍｕｅ 広島市　安佐南区 令和4年1月31日

株式会社　ラ・アンジェ 広島市　安佐南区 平成30年11月16日

有限会社　ライズ 広島市　安佐南区 令和2年3月31日

ライズワークス　株式会社 広島市　中区 令和3年8月3日

株式会社　ライフ・ネット 広島市　中区 令和4年1月24日

株式会社　ラビットコンサルタント 広島市　中区 令和4年8月26日

株式会社　ＬＡＵＧＨＴＥＲ 広島市　安佐南区 平成30年11月8日

ラボテック　株式会社 広島市　佐伯区 令和1年7月12日

株式会社　ラランジェ 広島市　南区 平成29年11月2日

株式会社　ＬＡＵＮＣＨ 広島市　中区 平成29年6月1日

（有）ランニングメイトサービスポレポレファクトリー 広島市　西区 令和4年1月31日

株式会社　リアル 広島市　安佐南区 令和3年3月18日

株式会社　リアン 広島市　東区 令和1年6月20日

有限会社　リーテック 広島市　東区 令和4年1月31日

株式会社　リープ 広島市　安佐北区 令和3年3月8日

理研産業　株式会社 広島市　中区 平成28年9月12日

株式会社　リザベーションシステム 広島市　中区 令和4年9月29日

株式会社　リシュラ 広島市　西区 平成30年2月13日

リジョー　株式会社 広島市　佐伯区 平成30年9月13日

株式会社　ＲＩＴＡ 広島市　中区 令和1年8月23日

株式会社　Ｌｉｔｔｌｅ．ｍ 広島市　中区 平成28年11月25日

株式会社　リトル・ワンズ 広島市　東区 令和4年1月27日

株式会社　リぺアハウス 広島市　安佐北区 平成31年1月15日

株式会社　リベルタ・ジャパン 広島市　中区 令和4年5月23日

株式会社　リマック 広島市　中区 平成28年9月28日

株式会社　リマックプラス 広島市　中区 令和4年9月24日

菱機設計　株式会社 広島市　安佐南区 平成28年7月19日

リョウケン　株式会社 広島市　西区 令和4年2月15日

菱光産業　株式会社 広島市　西区 令和3年2月17日

株式会社　良和ハウス 広島市　西区 平成30年11月19日



地域 宣言日事業所名

株式会社　リョーコーテック 広島市　中区 令和3年3月22日

リライアンス・セキュリティー　株式会社 広島市　中区 平成29年3月11日

株式会社　ｒｅｌｉｇｈｔ 広島市　中区 令和4年9月15日

有限会社　リラックス 広島市　中区 平成28年7月19日

株式会社　Ｒｏｏｐｅ’ｓ 広島市　安佐南区 令和3年12月28日

令和スイッチ　株式会社 広島市　佐伯区 令和1年5月21日

レクシズ　株式会社 広島市　中区 令和4年7月5日

レックスイノベーション　株式会社 広島市　西区 令和4年7月5日

株式会社　ロイヤルコーポレーション 広島市　安芸区 令和2年9月28日

株式会社　ロードマックス 広島市　南区 令和1年7月26日

株式会社　ロードワン 広島市　佐伯区 令和4年2月3日

株式会社　ロジコム 広島市　東区 令和4年10月6日

株式会社　ロジコム・アイ 広島市　東区 平成30年11月29日

株式会社　ロジコムホールディングス 広島市　東区 平成30年11月29日

有限会社　ワーク企画 広島市　東区 令和4年7月12日

ワークステーション　有限会社 広島市　西区 平成30年11月5日

有限会社　ワールドクリエイトグループ 広島市　安佐南区 令和4年2月22日

ワールド建設　株式会社 広島市　安佐北区 平成28年12月21日

株式会社　ワールド物産 広島市　安芸区 令和4年1月29日

ワイアンドジー　社会保険労務士法人 広島市　南区 令和4年11月8日

株式会社　ワイズ 広島市　東区 令和4年6月16日

株式会社　ＹＩＳグループ 広島市　中区 令和4年1月28日

株式会社　脇地運送 広島市　西区 令和1年9月6日

株式会社　ＷＡＫＯインベスト 広島市　中区 平成28年8月17日

渡辺運輸　株式会社 広島市　安芸区 令和4年11月21日

ＯＮＥ　ＰＬＵＳ　ＯＮＥ　株式会社 広島市　中区 令和4年10月6日

株式会社　ワンエンタープライズ 広島市　中区 平成28年7月20日

有限会社　ワンズプロジェクト 広島市　安佐北区 令和4年5月30日

フォローアップサポート　合同会社 広島市　西区 令和4年11月16日

株式会社　アール・イー・ソリッド 呉市 令和4年11月21日

株式会社　ＡΝＥＳＴ 呉市 令和3年12月15日

株式会社　荒谷商会 呉市 平成28年9月28日

有限会社　荒谷商会 呉市 令和4年2月22日

株式会社　いただに工業 呉市 平成30年2月2日

一般財団法人　広島結核予防協会　住吉浜病院 呉市 令和1年9月12日

一般財団法人　呉海員会館 呉市 令和3年11月19日

井村産業　株式会社 呉市 令和4年6月13日

井本建設　株式会社 呉市 令和3年5月24日

医療法人　社団　森本医院 呉市 平成29年5月29日

医療法人　社団　有信会 呉市 令和4年1月19日

医療法人社団　永楽会　前田病院 呉市 令和1年8月3日

医療法人社団　林医院 呉市 令和2年12月7日

医療法人せいざん　介護老人保健施設あおやま 呉市 令和1年9月13日

栄進工業　株式会社 呉市 令和1年8月3日

株式会社　Ａ．Ｒ．Ｖ 呉市 令和3年3月16日

株式会社　エコモ 呉市 令和4年7月29日

株式会社　胡井油業 呉市 令和1年9月20日



地域 宣言日事業所名

株式会社　Ｅｍｐｏｗｅｒ　Ｌｉｆｅ 呉市 令和2年11月6日

株式会社　オオニシ 呉市 平成30年12月10日

株式会社　大之木ダイモ 呉市 平成28年8月30日

大森運送　株式会社 呉市 平成31年1月7日

オカモト産業　株式会社 呉市 平成30年11月9日

荻野工業　株式会社 呉市 平成31年4月5日

株式会社　オキハナ 呉市 令和3年2月9日

株式会社　奥川商店 呉市 平成30年12月22日

株式会社　小田原ハウジング 呉市 令和4年10月5日

親力海運　株式会社 呉市 令和4年4月18日

カジウメ工業　株式会社 呉市 令和4年4月15日

上プラント産業　株式会社 呉市 令和3年12月14日

有限会社　亀崎商店 呉市 令和4年8月17日

株式会社　かりあげくん 呉市 平成30年12月29日

株式会社　北吉シーフーズ 呉市 平成30年2月2日

株式会社　ＫＩＣ 呉市 令和3年3月15日

株式会社　キャムソフト 呉市 令和3年12月1日

共同食品工業　株式会社 呉市 令和2年6月10日

桐田工業　株式会社 呉市 令和1年9月20日

呉広域商工会 呉市 令和3年3月22日

株式会社　呉工業 呉市 令和3年2月8日

クレコレクトサービス　株式会社 呉市 平成30年11月15日

株式会社　呉サンヨー食品 呉市 令和4年7月22日

呉商工会議所 呉市 令和2年8月17日

呉精器工業　株式会社 呉市 平成31年3月22日

株式会社 くれせん 呉市 令和3年3月1日

株式会社　クレテック 呉市 令和4年6月21日

呉農業協同組合 呉市 令和4年2月21日

株式会社　呉阪急ホテル 呉市 令和1年9月17日

呉みどりヶ丘病院 呉市 令和1年9月23日

株式会社　光栄産業 呉市 令和3年2月8日

株式会社　コウダ設計 呉市 平成29年6月5日

合同会社　Ｌ＆Ｓ 呉市 令和4年4月25日

合同会社　フローリストなかむら 呉市 令和4年7月22日

合同タクシー　株式会社 呉市 平成30年12月19日

有限会社　幸野屋 呉市 令和4年1月28日

株式会社　コーエー 呉市 平成31年1月29日

株式会社　コーデン 呉市 令和4年2月4日

株式会社　コールズ 呉市 令和3年7月15日

ゴコウ　株式会社 呉市 令和3年2月8日

株式会社　東風上商店 呉市 令和4年2月5日

株式会社　こっこー 呉市 令和4年4月19日

コトブキ技研工業　株式会社 呉市 令和2年8月25日

株式会社　コトブキソリユーシヨン 呉市 平成31年1月31日

株式会社　小松薬局 呉市 平成28年12月17日

佐々木工業　株式会社　呉支店 呉市 令和4年3月4日

有限会社　沢田保険事務所 呉市 令和4年9月13日



地域 宣言日事業所名

有限会社　三喜 呉市 令和4年10月26日

三共産業　株式会社 呉市 令和3年2月19日

三工電機　株式会社 呉市 平成29年5月23日

三蓉エンジニアリング　株式会社 呉市 令和4年4月14日

山陽興産　株式会社 呉市 令和1年9月10日

山陽重機株式会社 呉市 令和3年10月18日

三洋装飾　株式会社 呉市 令和3年8月23日

株式会社　シーエックスアール 呉市 令和3年8月19日

株式会社　ジージェーキャメルコーポレーション 呉市 令和2年12月7日

重本建材　有限会社 呉市 令和4年1月28日

株式会社　芝岡産業 呉市 令和1年8月2日

社会福祉法人　救世軍社会事業団　救世軍愛光園 呉市 令和1年9月25日

社会福祉法人　呉同済義会　仁風園 呉市 平成31年2月21日

社会福祉法人　浄心福祉会　明和保育園 呉市 令和4年5月2日

社会福祉法人　天寿会　特別養護老人ホーム　後楽荘 呉市 令和1年5月7日

社会福祉法人　白寿会　特別養護老人ホームコスモス園 呉市 令和1年9月5日

社会福祉法人　広島順道会　特別養護老人ホーム春香園 呉市 令和1年9月17日

社会福祉法人　豊寿会 呉市 令和1年9月17日

社会福祉法人　三篠会　障害者支援施設　仁方 呉市 令和3年11月11日

社会福祉法人　三篠会　養護老人ホームあすらや荘 呉市 令和3年1月5日

社会福祉法人広島順道会　安浦デイサービスセンター 呉市 令和4年2月12日

社会福祉法人　呉福祉会　呉本庄作業所 呉市 令和4年2月17日

社会保険労務士法人　ジャスティス 呉市 令和2年4月8日

松栄産業　株式会社 呉市 令和4年1月31日

将建　株式会社 呉市 令和3年7月26日

株式会社　シンコウ 呉市 令和4年2月2日

菅波物産　株式会社 呉市 令和3年11月24日

菅原汽船　株式会社 呉市 令和4年3月2日

株式会社　すぐる 呉市 平成28年12月26日

株式会社　スグル食品 呉市 平成28年12月21日

株式会社　スタジオアイ 呉市 平成29年7月21日

有限会社　盛業組 呉市 令和3年3月15日

セイコービジネス　株式会社 呉市 平成28年9月15日

税理士法人　堀江会計事務所 呉市 令和1年9月13日

瀬戸内工業　株式会社 呉市 平成31年1月7日

瀬戸内産交　株式会社 呉市 令和4年2月10日

有限会社　せとうち設備 呉市 令和4年1月31日

有限会社　瀬戸内葬祭 呉市 平成30年11月15日

創輝工業　株式会社 呉市 令和4年1月31日

株式会社　総合センター 呉市 令和1年8月1日

株式会社　第一技研 呉市 令和3年3月12日

第一物産　株式会社 呉市 令和4年9月22日

大栄産業　株式会社 呉市 令和3年2月8日

株式会社　ダイキ 呉市 令和1年9月17日

株式会社　ダイキエンジニアリング 呉市 令和1年9月17日

株式会社　ダイクレ 呉市 平成30年6月20日

株式会社　大呉サービス　ステーション 呉市 令和3年11月4日



地域 宣言日事業所名

大幸産業　株式会社 呉市 令和3年8月30日

高木運輸　株式会社 呉市 平成31年3月20日

武安会計事務所　武安　紘二 呉市 令和3年7月1日

立花樹脂工業　株式会社 呉市 令和1年9月19日

中国化薬　株式会社 呉市 令和1年9月10日

中国木材　株式会社 呉市 平成28年11月21日

株式会社　つばきコーポレーション 呉市 令和4年2月1日

株式会社　坪川毛筆刷毛製作所 呉市 令和4年2月7日

有限会社　土井酒店 呉市 令和4年1月31日

有限会社　Ｄｏ．サポート 呉市 令和4年9月5日

当田印刷　株式会社 呉市 令和3年2月19日

株式会社　東邦不動産商事 呉市 令和4年6月21日

株式会社　トゥモロー 呉市 令和4年11月10日

トーシン　株式会社 呉市 令和4年1月29日

呉市 令和3年3月18日

呉市 令和4年12月8日

呉市 令和3年11月24日

呉市 令和4年5月30日

有限会社　巴屋 呉市 令和4年2月2日

株式会社　豊國 呉市 令和3年1月15日

株式会社　トライサクセス 呉市 令和3年12月1日

内外冷熱　株式会社 呉市 平成28年10月27日

中下合金　有限会社 呉市 平成30年11月15日

有限会社　中能組 呉市 令和3年11月12日

有限会社　中路産業 呉市 令和4年3月19日

株式会社　奈良運送 呉市 令和1年8月20日

有限会社　仁方タクシー 呉市 令和3年3月19日

株式会社　西日本電工社 呉市 令和3年4月8日

ニッキフッコー　株式会社 呉市 平成28年9月29日

日東工業　株式会社　川尻製作所 呉市 令和4年6月7日

株式会社　ＮＯＶ―ｃｕｒｅ 呉市 令和3年3月8日

有限会社　橋本電設 呉市 令和3年9月24日

Рａｄｍａ　株式会社 呉市 令和3年12月2日

株式会社　ハマシタ 呉市 令和3年4月5日

ハマダベンディングサービス　株式会社 呉市 平成31年2月21日

林酒造　株式会社 呉市 令和2年12月7日

有限会社　原田運送 呉市 平成29年6月8日

株式会社　ハラダタイヤ 呉市 令和4年7月22日

株式会社　パワーストリーム 呉市 令和4年3月4日

有限会社　バン・ウォーク 呉市 令和4年10月18日

株式会社　ひかり 呉市 令和4年10月4日

光キャピタル　株式会社 呉市 令和3年11月16日

株式会社　備塾 呉市 平成30年12月22日

有限会社　ビューティスタジオ大丸 呉市 令和4年2月28日

ビルックス　株式会社 呉市 平成30年2月19日

広機工　株式会社 呉市 平成30年11月13日

株式会社　広興産 呉市 令和4年2月17日



地域 宣言日事業所名

株式会社　広島明治 呉市 令和2年11月3日

広印呉青果　株式会社 呉市 令和4年2月22日

株式会社　福美建設 呉市 令和4年4月13日

株式会社　福葉 呉市 令和4年7月23日

有限会社　フタバ 呉市 令和1年6月24日

株式会社　ブルーム 呉市 平成31年1月15日

株式会社　フロンティア 呉市 令和4年4月18日

株式会社　ベルガフードサービス 呉市 令和3年2月10日

ベンダ工業　株式会社 呉市 平成29年12月5日

株式会社　朋永電工 呉市 令和3年1月27日

株式会社　保険Ｓｍｉｌ―ｅｎ 呉市 令和4年10月19日

堀口海運　株式会社 呉市 令和2年8月28日

マイライフ　株式会社 呉市 令和4年8月26日

株式会社　増岡組 呉市 平成30年12月28日

株式会社　マスヤ工業 呉市 令和1年8月1日

有限会社　マツオカ自動車 呉市 令和4年11月7日

株式会社　松岡設計 呉市 平成29年1月4日

株式会社　松森自動車商店 呉市 令和4年2月22日

真鍋設備工業　株式会社 呉市 令和4年11月16日

マリンコーポレーション株式会社 呉市 平成30年10月29日

マリンシビル　株式会社 呉市 令和3年3月4日

株式会社　みつき工業 呉市 令和4年1月30日

有限会社　美づ葉 呉市 令和3年11月18日

蜜屋本舗　株式会社 呉市 令和1年8月2日

株式会社　光山組 呉市 令和2年1月24日

株式会社　三宅本店 呉市 平成29年11月6日

有限会社　ミヤモリ 呉市 令和4年1月30日

有限会社　矢野鉄工所 呉市 令和4年3月5日

山下商事　株式会社 呉市 令和4年11月10日

有限会社　山野鉄工所 呉市 令和3年3月4日

株式会社 やまもと住研 呉市 令和2年10月23日

有限会社　山本電気商会 呉市 令和4年7月14日

有限会社　有信建設 呉市 令和3年10月14日

株式会社　優良環境開発 呉市 令和4年2月18日

有限会社　ユタカ食品 呉市 令和1年6月19日

ユニオンフォレスト　株式会社 呉市 令和3年12月7日

有限会社　吉田鈑金 呉市 令和3年12月16日

株式会社　吉村店内創美 呉市 令和4年6月15日

株式会社　淀川製鋼所　呉工場 呉市 令和4年8月2日

淀鋼商事　株式会社　呉工場 呉市 平成28年12月22日

株式会社　リフテック 呉市 平成31年3月27日

龍紀　株式会社 呉市 令和4年1月29日

ＬＥＯＮ　株式会社 呉市 令和4年1月31日

株式会社　和信 呉市 平成29年3月16日

有限会社　和田鉄工所 呉市 令和3年2月26日

株式会社　青木建設 竹原市 令和1年6月27日

株式会社　ＡＳＡＫＡ 竹原市 令和4年12月2日



地域 宣言日事業所名

株式会社　安全タクシー 竹原市 令和4年3月4日

一般社団法人　広島県栽培漁業協会 竹原市 平成30年11月7日

有限会社　入川組 竹原市 令和1年6月12日

医療法人　社団　卓仁会　井口耳鼻咽喉科眼科医院 竹原市 令和4年9月16日

医療法人社団　あおい会　大田整形外科 竹原市 令和3年11月15日

医療法人社団　仁慈会 竹原市 令和1年8月3日

株式会社　ＳＫ．ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ 竹原市 令和2年4月8日

株式会社　おおはら 竹原市 令和3年11月30日

片山物産　有限会社 竹原市 令和3年11月13日

株式会社　サンエス 竹原市 令和4年2月21日

株式会社　山陽タクシー 竹原市 令和3年10月27日

社会福祉法人　仁寿会 竹原市 令和3年7月26日

社会福祉法人　的場会 竹原市 平成29年1月25日

社会福祉法人　竹原市社会福祉協議会 竹原市 令和3年6月29日

有限会社　将軍 竹原市 平成30年6月6日

竹原大同青果　株式会社 竹原市 令和3年7月29日

株式会社　竹原クレーン 竹原市 令和3年11月17日

たけはらクレーン　株式会社 竹原市 令和4年1月29日

竹原自動車　株式会社 竹原市 令和4年6月17日

株式会社　竹原自動車学校 竹原市 平成29年6月9日

竹原　商工会議所 竹原市 令和2年6月22日

竹原生活協同組合 竹原市 令和3年2月8日

中国通運　株式会社 竹原市 平成29年11月30日

中国通運岡山　株式会社 竹原市 令和3年7月16日

中通倉庫　株式会社 竹原市 平成29年11月30日

中通冷蔵　株式会社 竹原市 平成29年11月30日

株式会社　テック 竹原市 平成31年4月22日

竹原市 令和4年7月26日

株式会社　ともの家 竹原市 令和1年9月18日

有限会社　内海潜水 竹原市 平成29年8月10日

西川建材工業　株式会社 竹原市 令和3年7月6日

西日本環境開発　協同組合 竹原市 令和4年2月1日

有限会社　藤川 竹原市 令和4年10月7日

益田商会　株式会社 竹原市 令和3年7月15日

株式会社　マミー 竹原市 令和4年10月25日

有限会社　吉平電機 竹原市 令和1年6月7日

アート　株式会社 大竹市 令和2年6月22日

株式会社　アサヒテクノリサーチ 大竹市 令和2年8月21日

イー・メンテ　株式会社 大竹市 平成29年5月22日

一般社団法人　ＩＲＩＳＡ 大竹市 令和4年9月12日

一般社団法人　Ｈ＆Ｃおおたけ 大竹市 令和3年1月4日

医療法人社団　親和会 大竹市 令和4年2月26日

株式会社　ウエキ 大竹市 平成28年10月19日

株式会社　小城六右衛門商店 大竹市 令和3年3月11日

小田光　株式会社 大竹市 平成31年3月21日

サカネテクノ　株式会社 大竹市 平成28年12月22日

三国酢造　株式会社 大竹市 令和3年1月8日



地域 宣言日事業所名

株式会社　三洋技建 大竹市 平成29年5月22日

宗教法人　顕徳寺 大竹市 令和4年1月29日

大栄計器　株式会社 大竹市 令和1年9月12日

株式会社　大伸建設 大竹市 令和4年2月1日

竹の子の里　株式会社 大竹市 平成31年3月21日

戸田ファインテック　株式会社 大竹市 令和4年2月21日

土地家屋調査士法人　小出事務所 大竹市 令和4年8月17日

中川製袋化工　株式会社 大竹市 令和1年9月19日

日本製紙大竹サポート　株式会社 大竹市 令和3年2月9日

株式会社　平山商店 大竹市 令和3年2月24日

株式会社　アイオイ保険センター 東広島市 令和4年12月22日

有限会社　アイケン 東広島市 令和4年7月15日

株式会社　アクセス 東広島市 令和3年10月22日

株式会社　ＡΤＨＥＲ 東広島市 令和1年10月11日

有限会社　有田園芸農場 東広島市 令和3年8月31日

株式会社　アルタス技研 東広島市 令和3年2月15日

株式会社　ЕＫＳ 東広島市 平成30年6月28日

イーストコーポレーション　株式会社 東広島市 令和3年10月13日

有限会社　池本金属工業所 東広島市 令和4年8月19日

出雲建設　株式会社 東広島市 平成29年5月25日

株式会社　ヰセキ中四国 東広島市 令和1年9月25日

今谷印刷　株式会社 東広島市 令和1年6月24日

医療法人　社団　仁清会　康成病院 東広島市 平成29年2月6日

医療法人　社団　ヤマナ会　東広島記念病院 東広島市 平成28年7月25日

株式会社　ウェルケア 東広島市 平成28年12月21日

株式会社　ウェルノット 東広島市 令和4年2月8日

株式会社　宇根鉄工所 東広島市 令和2年12月14日

株式会社　エイチ　アール　イー 東広島市 平成29年10月24日

株式会社　ＨＫ 東広島市 令和4年8月19日

株式会社　Ａ．Ｒ．Ｖ東広島 東広島市 令和3年3月15日

株式会社　エムエイチ 東広島市 令和4年9月10日

株式会社　エムシーアール 東広島市 令和4年8月19日

株式会社　大坪建材店 東広島市 平成30年12月18日

有限会社　岡本環境保全 東広島市 令和3年5月6日

株式会社　オクマサ商事 東広島市 令和3年3月19日

有限会社　ＧＵＴＳ 東広島市 平成30年1月18日

金光酒造　合資会社 東広島市 令和4年5月31日

株式会社　上垣組 東広島市 令和1年6月24日

有限会社　神垣工業 東広島市 令和4年5月25日

キッタカホンダ　販売　株式会社 東広島市 令和3年7月27日

株式会社　京栄 東広島市 令和3年3月12日

共立薬工　株式会社 東広島市 令和3年3月15日

亀齢酒造　株式会社 東広島市 令和3年3月8日

株式会社　クォリティー・ライフ 東広島市 令和3年10月4日

グレインマシナリー西日本　株式会社 東広島市 令和1年11月7日

芸陽バス　株式会社 東広島市 令和3年3月4日

株式会社　県央エージェント 東広島市 令和2年1月9日



地域 宣言日事業所名

株式会社　建伸 東広島市 令和4年1月31日

株式会社　健伸 東広島市 令和4年6月23日

公益社団法人　東広島市シルバー人材センター 東広島市 令和4年2月28日

合同会社　あん 東広島市 令和4年2月7日

広洋工業　株式会社 東広島市 令和1年6月6日

光陽産業　株式会社 東広島市 令和3年10月22日

株式会社　呉英製作所 東広島市 平成28年12月26日

国土技建　株式会社 東広島市 平成30年2月6日

国内セフティ　株式会社 東広島市 平成30年9月26日

有限会社　寿木工 東広島市 平成30年12月21日

株式会社　小林建設 東広島市 令和4年6月21日

有限会社　さいき 東広島市 令和4年6月29日

有限会社　西条タクシー 東広島市 令和2年2月23日

株式会社　西条庭園 東広島市 令和1年6月13日

西条電気　株式会社 東広島市 平成29年5月25日

有限会社　栄鉄工 東広島市 令和4年1月31日

株式会社　サタケ 東広島市 平成30年2月7日

三球観光　株式会社 東広島市 令和3年2月9日

株式会社　サンヨーコーポレーション 東広島市 令和3年10月6日

株式会社　シード・コム 東広島市 令和4年2月25日

ジェネシスアイ　株式会社 東広島市 令和1年10月20日

株式会社　シナジー 東広島市 令和4年3月16日

株式会社　シナジーコミュニケーションズ 東広島市 令和4年5月10日

社会医療法人　千秋会 東広島市 平成28年7月25日

社会福祉法人　愛和福祉会　認定こども園　愛育園 東広島市 平成30年6月5日

社会福祉法人　葵新生会　さくら園・もみじ園 東広島市 平成28年8月30日

社会福祉法人　石川福祉会 東広島市 令和2年12月4日

社会福祉法人　興仁会 東広島市 平成29年5月25日

社会福祉法人　しらとり会 東広島市 令和3年6月16日

社会福祉法人　白寿会 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ黒瀬ｺｽﾓｽ園 東広島市 令和3年3月8日

社会福祉法人　白寿会　特別養護老人ホ―ムあきまろ園 東広島市 令和3年3月16日

社会福祉法人　白寿会　老人保健施設　あきまろ園 東広島市 令和3年3月5日

社会福祉法人　東広島市　社会福祉協議会 東広島市 令和2年2月3日

社会福祉法人　広島県福祉事業団 東広島市 令和1年5月13日

社会福祉法人　広島福祉会 東広島市 令和3年7月20日

社会福祉法人　福富会 東広島市 令和3年6月15日

社会福祉法人　みずほ会 東広島市 令和4年9月23日

社会福祉法人　倫 東広島市 令和4年3月10日

職業訓練法人　東広島地域職業能力開発協会 東広島市 令和4年2月18日

シンクコンストラクション　株式会社 東広島市 令和3年2月17日

有限会社　伸光工業 東広島市 平成31年1月24日

有限会社　心祥 東広島市 令和3年8月5日

新中央工業　株式会社 東広島市 令和3年11月1日

株式会社　新和自動車 東広島市 平成29年11月2日

株式会社　スカイハウス 東広島市 令和4年1月28日

有限会社　スズキアリーナ東広島 東広島市 令和4年1月28日

住まいる工房　株式会社 東広島市 平成30年3月7日



地域 宣言日事業所名

住田鉄工　株式会社 東広島市 平成30年12月13日

有限会社　誠友 東広島市 令和3年7月1日

株式会社　大創産業 東広島市 令和3年11月17日

株式会社　ダイソーウイング 東広島市 令和3年2月8日

第二薮本歯科医院　薮本正文 東広島市 令和3年11月2日

株式会社　高西工業 東広島市 令和4年11月21日

タカヤ化成　株式会社 東広島市 令和3年8月25日

有限会社　匠工業 東広島市 令和4年2月4日

竹本機械　株式会社 東広島市 令和4年12月14日

株式会社　立本醤油 東広島市 令和4年2月2日

チェンジズ不動産　株式会社 東広島市 平成28年10月17日

株式会社　中建コンサルタント 東広島市 平成29年12月27日

有限会社　中国金型 東広島市 平成30年12月20日

中国精螺　株式会社 東広島市 平成29年1月16日

中国ビー・エフ　株式会社 東広島市 平成30年12月19日

中国プラント　株式会社 東広島市 令和1年10月16日

株式会社　ツインズ 東広島市 令和3年11月5日

テラスプランニング　株式会社 東広島市 令和4年1月31日

株式会社　デルタ・イーテック 東広島市 令和2年11月18日

東広商事　株式会社 東広島市 平成31年3月19日

株式会社　ドエル 東広島市 令和2年3月26日

東広島市 令和3年3月14日

株式会社　利治鉄工 東広島市 令和3年7月26日

株式会社　ドリーム 東広島市 令和1年6月20日

Ｎａｏ’ｓ　株式会社 東広島市 令和4年2月5日

有限会社　永井鉄工所 東広島市 令和3年11月1日

株式会社　ナカオカ 東広島市 令和4年9月5日

有限会社　中本クレーン 東広島市 平成30年2月7日

南海診療所　大木　恵 東広島市 令和4年2月8日

株式会社　日興ホーム 東広島市 令和2年7月24日

株式会社　日本トラベルサ―ビス 東広島市 令和4年5月19日

株式会社　ねぎらいふぁーむ 東広島市 令和4年2月1日

東広島市 令和2年7月30日

有限会社　八本松自動車修理工場 東広島市 令和4年11月21日

有限会社　馬場プラスチック 東広島市 令和4年6月25日

東広島商工会議所 東広島市 令和2年6月26日

美建工業　株式会社 東広島市 令和4年3月1日

株式会社　ヒルサイド 東広島市 平成31年1月9日

広島技研　株式会社 東広島市 令和4年1月28日

広島県央商工会 東広島市 令和4年3月1日

広島ゴルフ観光株式会社 東広島市 平成28年9月30日

有限会社　広島大和運輸 東広島市 令和3年3月5日

広島中央酒販　株式会社 東広島市 令和3年3月1日

株式会社　フクナガキャリー 東広島市 令和4年1月28日

福原産業　株式会社 東広島市 令和3年10月22日

藤原メセナ建設株式会社 東広島市 令和2年5月22日

株式会社　不動産プラザ 東広島市 令和3年11月9日



地域 宣言日事業所名

株式会社　Ｆｕｔｕｒｅ　Ｃｒｅａｔｅ 東広島市 令和3年3月15日

プライムデイリ―フ―ズ　株式会社 東広島市 平成29年11月1日

プラチナバイオ　株式会社 東広島市 令和4年2月9日

有限会社　フラワ－シヨツプ　はなよし 東広島市 令和4年1月29日

株式会社　豊国エコソリューションズ 東広島市 令和3年3月8日

株式会社　豊国エンジニアリング 東広島市 令和3年2月8日

豊国工業　株式会社 東広島市 令和1年5月27日

豊国自動車　株式会社 東広島市 令和3年10月26日

株式会社　豊国パーキングシステム 東広島市 令和4年6月24日

株式会社　豊国ビジネスサービス 東広島市 令和3年8月2日

株式会社　豊国プラントシステム 東広島市 令和3年8月20日

ホウコクホールディングス　株式会社 東広島市 令和3年3月8日

宝積飲料　株式会社 東広島市 令和4年5月19日

株式会社　豊政工業 東広島市 令和4年9月22日

有限会社　ぽけっと 東広島市 令和2年2月17日

株式会社　ほけんくん 東広島市 令和4年9月13日

株式会社　ポリテクノ 東広島市 令和3年8月17日

株式会社　本宮商会 東広島市 令和1年6月27日

誠商事　株式会社 東広島市 令和4年11月21日

松田葵段ボール　株式会社 東広島市 令和4年7月22日

株式会社　マツロジ 東広島市 平成29年5月29日

有限会社　マルコーコンサルタント 東広島市 令和3年3月8日

有限会社　マルミツフ―ズ 東広島市 平成30年12月12日

有限会社　見浦自動車 東広島市 令和4年12月22日

株式会社　ｍｉｋｅ 東広島市 令和1年5月7日

光元設備工業　株式会社 東広島市 令和3年3月10日

三ツ和工業　有限会社 東広島市 平成28年8月3日

株式会社　ミモト 東広島市 令和4年3月3日

株式会社　メンテックワールド 東広島市 平成28年10月7日

有限会社　元太郎 東広島市 令和4年1月29日

山岡商事　株式会社 東広島市 平成30年2月28日

山岡鉄管　株式会社 東広島市 平成30年3月13日

ヤマコー　有限会社 東広島市 令和4年7月14日

山下産業　株式会社 東広島市 令和4年4月17日

ヤルキマントッキーズ株式会社 東広島市 令和3年12月2日

株式会社　友成 東広島市 令和4年6月29日

株式会社　豊電設 東広島市 令和4年9月6日

よこやま産婦人科　横山　英紀 東広島市 平成30年2月27日

株式会社　吉川オートセンター 東広島市 令和4年12月22日

株式会社　よしもと 東広島市 平成30年12月18日

株式会社　ライトニングライフサポート 東広島市 令和3年3月6日

有限会社　ライブワーク 東広島市 令和3年6月21日

株式会社　陸地コンサルタント 東広島市 令和3年11月5日

リファイン　株式会社 東広島市 令和4年2月8日

株式会社　Ｌｅｍｏｎ 東広島市 令和4年9月5日

ロードアークス　株式会社 東広島市 令和4年7月14日

株式会社　ワールド・アルマイト 東広島市 令和3年11月1日



地域 宣言日事業所名

株式会社　ワイエスデー 東広島市 令和3年6月22日

有限会社　ワイズクラフト 東広島市 令和4年7月22日

株式会社　Ｏｎｅ’ｓ　Ｍａｔｅ 東広島市 令和3年12月7日

Ｅａｒｔｈ　株式会社 廿日市市 令和4年12月12日

株式会社　Ｉ．Ｎ．Ｏ 廿日市市 令和3年2月8日

株式会社　Ｉ’ｓ　Ｂｒａｉｎ 廿日市市 平成31年4月10日

有限会社　安寿香 廿日市市 令和3年9月30日

飯田運送　株式会社 廿日市市 平成29年1月13日

有限会社　ＩＭＡＩ　ＳΕＲＶＩＣΕ 廿日市市 令和4年1月28日

今井運送　株式会社 廿日市市 平成28年9月23日

医療法人社団　清流会 廿日市市 令和4年3月2日

株式会社　ＷＯＯＤＰＲＯ 廿日市市 令和3年7月13日

株式会社　ウッドワン 廿日市市 令和3年1月25日

株式会社　Ｕｌｕｍａｒｅ 廿日市市 令和4年2月8日

有限会社　英伸建設 廿日市市 平成28年12月22日

株式会社　Ａ＆Ｃ 廿日市市 令和4年2月25日

株式会社　エヌ･ピー･ケイ中国 廿日市市 令和4年10月27日

株式会社　ＦＭはつかいち 廿日市市 令和3年12月6日

株式会社　オアシスコーポレーション 廿日市市 令和4年12月22日

有限会社　大方塗装 廿日市市 令和4年2月1日

株式会社　オキマストランスポート 廿日市市 令和2年11月20日

株式会社　オフィスクラタ 廿日市市 平成29年1月4日

株式会社　ＣＡＲ　ＴＲＵＳＴ 廿日市市 令和4年1月28日

有限会社　ガレージ木村商店 廿日市市 令和1年9月17日

株式会社　川口工業 廿日市市 令和3年6月29日

株式会社　河村機械製作所 廿日市市 令和3年3月15日

有限会社　木本四輪 廿日市市 令和4年9月16日

共立工業　株式会社 廿日市市 令和3年11月17日

キリン木材　株式会社 廿日市市 平成31年4月25日

株式会社　くらしのオハナ 廿日市市 令和1年7月29日

公益社団法人　希望会 廿日市市 平成28年12月24日

合同会社　Ｈ＆Ｎ 廿日市市 令和4年4月8日

有限会社　河野塗装店 廿日市市 平成28年9月28日

広和機工　株式会社 廿日市市 平成31年2月8日

株式会社　サクラオブルワリーアンドディスティラリー 廿日市市 平成28年9月29日

三喜産業株式会社 廿日市市 平成30年9月18日

三共デイスプレイ　株式会社 廿日市市 令和2年2月14日

三共ポリエチレン　株式会社 廿日市市 令和4年8月8日

株式会社　シブヤ 廿日市市 平成31年3月22日

島本総合建築設計　株式会社 廿日市市 令和4年2月4日

社会福祉法人　くさのみ福祉会 廿日市市 平成30年7月3日

社会福祉法人　洗心会 廿日市市 平成30年7月20日

社会福祉法人　宙　つきのひかり国際保育園 廿日市市 令和3年1月25日

社会福祉法人　にこぷらす 廿日市市 令和4年2月7日

社会福祉法人　廿日市福祉会 廿日市市 令和1年9月19日

商栄　株式会社 廿日市市 平成29年5月25日

株式会社　詩朗 廿日市市 令和4年2月14日



地域 宣言日事業所名

新十和運輸　株式会社 廿日市市 平成28年9月28日

株式会社　セレクト 廿日市市 平成31年1月25日

鮮コーポレーション　株式会社 廿日市市 平成30年12月11日

有限会社　綜合紙器 廿日市市 令和4年3月23日

有限会社　創造建築設計社 廿日市市 令和4年2月22日

株式会社　太洋土木 廿日市市 令和4年12月12日

有限会社　高原モータース 廿日市市 令和4年10月12日

株式会社　高宮運送 廿日市市 令和2年6月8日

株式会社　竹内 廿日市市 令和4年7月1日

有限会社　田畠塗装 廿日市市 令和3年2月10日

株式会社　タハラ 廿日市市 令和1年8月6日

チチヤス　株式会社 廿日市市 令和4年10月7日

株式会社　ＤＵＫＥ 廿日市市 令和4年2月14日

デリカウイング　株式会社 廿日市市 平成31年3月29日

洞井電気工事　株式会社 廿日市市 令和2年4月1日

廿日市市 令和1年8月13日

廿日市市 令和4年12月22日

株式会社　ドプコ 廿日市市 平成29年5月29日

株式会社　トリオプラス 廿日市市 令和3年9月30日

株式会社　中津組 廿日市市 令和4年7月22日

永本建設　株式会社 廿日市市 令和3年12月10日

株式会社　ニシムラ 廿日市市 平成29年1月18日

有限会社　博多商店 廿日市市 令和2年4月1日

廿日市商工会議所 廿日市市 令和1年10月7日

有限会社　速谷サービス 廿日市市 平成30年2月13日

広島鉄道荷物　株式会社 廿日市市 令和1年8月5日

広島化成　株式会社 廿日市市 令和4年3月9日

株式会社　広島精機 廿日市市 令和1年9月17日

株式会社　広島トランスポート 廿日市市 平成30年10月12日

広島ランバーテック　株式会社 廿日市市 令和3年10月28日

株式会社　ヒロハイ･ コーポレーション 廿日市市 令和1年10月31日

株式会社　フクトクダイヤ 廿日市市 令和4年9月27日

富士整備　株式会社 廿日市市 平成28年8月23日

株式会社　フジエステート 廿日市市 令和3年3月5日

株式会社　舩屋 廿日市市 令和4年1月29日

株式会社　フレイム 廿日市市 令和4年9月24日

株式会社　プロテック 廿日市市 令和3年2月8日

有限会社　ペパーミント 廿日市市 令和4年1月29日

みしお機工　株式会社 廿日市市 令和3年11月15日

宮浜観光　株式会社 廿日市市 令和3年2月6日

村上産業　株式会社 廿日市市 平成31年4月5日

株式会社　モウリ 廿日市市 令和4年6月15日

もみじケア　株式会社 廿日市市 令和4年8月24日

有限会社　紅葉堂 廿日市市 令和3年3月5日

株式会社　山崎本社 廿日市市 令和2年11月12日

株式会社　やまだ屋 廿日市市 平成30年7月22日

有限会社　山之内 廿日市市 令和3年2月8日



地域 宣言日事業所名

山林運送　株式会社 廿日市市 令和1年9月20日

ユダ木工　株式会社 廿日市市 平成29年6月6日

株式会社　Ｒｅａｓｏｎ 廿日市市 令和4年2月15日

環光エンジニアリング　株式会社 廿日市市 令和4年9月6日

有限会社　アオイ 安芸高田市 令和3年7月19日

安芸北森林組合 安芸高田市 平成28年8月17日

アリアケ車輌　株式会社 安芸高田市 令和4年10月14日

医療法人社団　佐々木クリニック 安芸高田市 令和4年3月2日

ウェーブレッツ　株式会社 安芸高田市 令和3年12月13日

有限会社　ウエノ技建 安芸高田市 令和4年1月28日

株式会社　ＳＫサービス 安芸高田市 令和2年8月24日

株式会社　神楽門前湯治村 安芸高田市 平成31年3月10日

株式会社　熊高組 安芸高田市 平成31年2月19日

株式会社　啓文社製作所 安芸高田市 平成28年8月22日

有限会社　甲立タクシ― 安芸高田市 令和4年10月24日

合同会社　道沖 安芸高田市 平成30年11月21日

株式会社　サンパティオすみよし安芸高田 安芸高田市 令和1年9月9日

ＣΒΒＳ　株式会社 安芸高田市 令和4年2月27日

有限会社　塩田工務店 安芸高田市 令和4年3月11日

社会福祉法人　清風会 安芸高田市 平成28年8月22日

社会福祉法人　ちとせ会 安芸高田市 令和1年12月5日

社会福祉法人　高宮美土里福祉会 安芸高田市 令和4年9月4日

有限会社　シンセイ 安芸高田市 令和2年3月24日

有限会社　しんたく自動車 安芸高田市 令和4年2月25日

株式会社　住吉 安芸高田市 令和1年9月9日

株式会社　高宮中央タクシー 安芸高田市 令和3年12月1日

株式会社　高山 安芸高田市 令和3年2月25日

田中運送　有限会社 安芸高田市 令和4年7月28日

有限会社　仁井モ―タ―ス 安芸高田市 令和3年11月25日

株式会社　ハート住吉設備工業 安芸高田市 令和1年9月9日

有限会社　はしもとクリーニング 安芸高田市 令和4年2月25日

株式会社　ハセガワモールド 安芸高田市 令和4年2月2日

株式会社　パルパ 安芸高田市 令和4年2月25日

簸川建設　株式会社 安芸高田市 令和3年4月9日

広島ガス高田販売　株式会社 安芸高田市 令和2年11月16日

広島北部農業協同組合 安芸高田市 令和2年12月11日

株式会社　ファーム穂 安芸高田市 令和4年2月4日

有限会社　ＭＹ・ＤＯ 安芸高田市 平成29年1月4日

株式会社　マイロード 安芸高田市 令和4年10月12日

三矢オート　株式会社 安芸高田市 令和4年1月29日

有限会社　八千代運輸倉庫 安芸高田市 平成31年3月15日

株式会社　八千代カントリ― 安芸高田市 令和1年9月20日

株式会社　山口製作所 安芸高田市 平成29年11月13日

株式会社　やまひろ運輸 安芸高田市 令和4年9月26日

医療法人社団　大谷会 江田島市 令和3年9月9日

江田島バス　株式会社 江田島市 平成29年6月12日

株式会社　Ｍ・Ｋ・Ｓ 江田島市 令和4年9月13日



地域 宣言日事業所名

公益社団法人　江田島市シルバー人材センター 江田島市 令和3年4月6日

新広運輸　株式会社 江田島市 平成30年12月27日

江田島市 令和3年11月18日

中谷造船　株式会社 江田島市 令和4年2月21日

有限会社　ナヒロ 江田島市 令和4年1月29日

博栄興産　株式会社 江田島市 令和4年8月19日

ヒラタコーポレーション　株式会社 江田島市 平成30年3月1日

株式会社　アイキューブサービス 安芸郡 平成31年1月21日

有限会社　明石 安芸郡 令和4年7月5日

安芸農業協同組合 安芸郡 平成28年8月23日

アルサイド工業　株式会社 安芸郡 平成28年7月27日

株式会社　イガワエンジニアリング 安芸郡 平成29年2月27日

株式会社　イガワテック 安芸郡 令和4年2月15日

一般社団法人　安芸地区医師会 安芸郡 令和4年7月27日

一般社団法人　全国書画展覧会 安芸郡 令和3年2月12日

医療法人　秋本クリニック 安芸郡 令和3年11月24日

ｲﾘﾖｳﾎｳｼﾞﾝｼﾔﾀﾞﾝ ﾌﾙｶﾜｲｲﾝ ﾛｳｼﾞﾝﾎｹﾝｼｾﾂ ｸﾏﾉﾕｳｱｲﾎｰﾑ 安芸郡 令和1年8月28日

株式会社　おか半 安芸郡 令和4年6月10日

株式会社　岡明運送 安芸郡 令和2年1月16日

株式会社　越智製作所 安芸郡 令和4年3月3日

有限会社　カーメンテネステック 安芸郡 令和4年10月14日

株式会社　海田運輸 安芸郡 令和3年7月7日

株式会社　海田自動車学校 安芸郡 令和4年5月25日

株式会社　ＫАＩＴＡＫ 安芸郡 令和1年8月1日

かねしげ会計　株式会社 安芸郡 令和4年1月28日

協同組合　ひろしまテクノシステム 安芸郡 令和3年7月1日

有限会社　楠本自動車工業 安芸郡 平成30年12月7日

公益社団法人　広島県浄化槽協会 安芸郡 令和3年3月4日

有限会社　広貫堂 安芸郡 令和1年9月19日

株式会社　晃祐堂 安芸郡 平成30年10月31日

広陽運送　株式会社 安芸郡 平成29年5月31日

株式会社　コネット 安芸郡 令和4年3月10日

株式会社　ＫＯＨＡＲＡ 安芸郡 令和4年2月7日

株式会社　西城工業 安芸郡 平成30年12月10日

株式会社　坂急送 安芸郡 令和1年10月10日

山陽砂利　株式会社 安芸郡 平成30年12月10日

株式会社　シーエル広島 安芸郡 平成29年6月1日

株式会社　椎野会計事務所 安芸郡 令和4年12月20日

有限会社　シビルエンジ 安芸郡 令和3年6月8日

有限会社　島田 安芸郡 平成29年5月25日

下花建設　株式会社 安芸郡 平成29年1月20日

シモハナ物流　株式会社 安芸郡 令和1年12月3日

社会福祉法人　あゆみ会 安芸郡 令和3年2月8日

社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部　広島県済生会 安芸郡 平成28年11月11日

社会福祉法人　昭和愛育会 安芸郡 令和1年5月24日

社会福祉法人　広島厚生事業協会　府中みくまり病院 安芸郡 令和3年8月17日

社会福祉法人　海田町社会福祉協議会 安芸郡 令和2年1月21日



地域 宣言日事業所名

社会福祉法人　住田学園福祉会　さいわい保育園 安芸郡 令和3年12月1日

社会保険労務士法人　アネスト 安芸郡 令和3年2月20日

正田建設　株式会社 安芸郡 令和2年11月30日

新生通信サービス　株式会社 安芸郡 平成29年6月12日

新和金属　株式会社 安芸郡 令和3年3月25日

有限会社　ゼイ･アール 安芸郡 平成29年6月13日

ＤАＩＴＯ会計コンサルティング　合同会社 安芸郡 令和4年1月29日

株式会社　タオダ自動車工業 安芸郡 令和4年2月18日

有限会社　竹中電機 安芸郡 令和4年3月7日

株式会社　テクノ自動車学校 安芸郡 令和3年3月2日

株式会社　電通資材 安芸郡 平成28年7月28日

株式会社　トラビス 安芸郡 令和4年2月28日

株式会社　西井製作所 安芸郡 平成31年3月7日

西日本ヤスダ　有限会社 安芸郡 令和3年3月16日

日本ホームガス協業組合 安芸郡 令和1年8月22日

株式会社　ＮΟＲＴＨ　ＨＡＮＤ　ＧＲΟＵＰ 安芸郡 令和2年1月27日

野村乳業　株式会社 安芸郡 平成31年1月15日

株式会社　白鳳堂 安芸郡 令和2年8月27日

株式会社　ハッピーちゃい夢 安芸郡 令和2年8月11日

株式会社　花岡鉄工所 安芸郡 令和4年3月9日

株式会社　ハピネス 安芸郡 令和4年12月28日

株式会社　浜中工業 安芸郡 令和4年5月27日

林工業　株式会社 安芸郡 令和3年8月3日

株式会社　はら建興 安芸郡 平成30年12月5日

有限会社　日の丸タクシー 安芸郡 平成30年12月29日

広島水道ガス　株式会社 安芸郡 令和4年8月19日

株式会社　広島福祉サ―ビス 安芸郡 令和1年5月27日

有限会社　広島レントゲン 安芸郡 平成30年12月7日

広島ロータリー輸送　株式会社 安芸郡 令和3年3月3日

藤川運輸　株式会社 安芸郡 令和1年9月19日

有限会社　ブルーメン 安芸郡 令和4年7月5日

株式会社　ブロス 安芸郡 令和4年1月31日

豊国　有限会社 安芸郡 令和4年6月24日

株式会社　仿古堂 安芸郡 令和4年6月20日

有限会社　前浜木型製作所 安芸郡 令和4年1月31日

株式会社　マグネット 安芸郡 令和4年2月6日

マツダスチール　株式会社 安芸郡 令和4年7月19日

三浦産業　株式会社 安芸郡 令和4年1月28日

株式会社　村上商店 安芸郡 平成29年2月7日

株式会社　明光堂 安芸郡 平成29年9月8日

株式会社　ユーザーロジスティックス 安芸郡 令和2年4月9日

有限会社　横田工業所 安芸郡 平成30年11月29日

株式会社　横浜電工社 安芸郡 令和3年10月25日

株式会社　吉本測量設計 安芸郡 令和3年3月12日

株式会社　ラボロ 安芸郡 令和3年3月3日

安芸郡 令和4年10月24日

株式会社　ワイエスサービス 安芸郡 令和3年3月2日



地域 宣言日事業所名

ワコー物流　株式会社 安芸郡 令和4年3月4日

株式会社　アスティ 山県郡 令和3年11月18日

医療法人　社団　慶寿会　千代田中央病院 山県郡 令和4年5月16日

有限会社　大朝交通 山県郡 平成28年12月19日

有限会社　オカダ 山県郡 令和4年11月7日

有限会社　加計ダイハツ 山県郡 令和4年9月13日

有限会社　北広島町農林建公社 山県郡 平成28年7月20日

芸北工業　株式会社 山県郡 令和1年8月6日

合同会社　むらかみ企画 山県郡 令和4年1月17日

株式会社　栄ファーム 山県郡 令和4年2月11日

株式会社　サステック 山県郡 令和4年9月30日

株式会社　スミヨシ 山県郡 令和4年1月31日

西部環境　有限会社 山県郡 令和3年11月29日

株式会社　竹下建設 山県郡 令和4年3月11日

竹村石油　株式会社 山県郡 令和4年2月8日

株式会社　千代田工務店 山県郡 平成28年7月25日

千代田衛生興業　有限会社 山県郡 令和4年10月7日

株式会社　チヨダパック 山県郡 令和3年8月24日

徳山産業　株式会社 山県郡 令和2年3月16日

中川商会　有限会社 山県郡 令和3年11月22日

農事組合法人　萩原ハイランドファーム 山県郡 令和3年2月21日

株式会社　ハタヤデザイン 山県郡 令和3年10月26日

有限会社　ハナキ保険企画 山県郡 令和2年10月23日

株式会社　平田組 山県郡 平成28年9月21日

広島イーグル　株式会社 山県郡 令和1年6月13日

有限会社　藤原オートサービス 山県郡 令和4年9月13日

壬生交通　株式会社 山県郡 令和3年12月10日

岡本建設　株式会社 豊田郡 平成29年12月25日

佐々木造船　株式会社 豊田郡 平成28年8月23日

惣明製作　株式会社 豊田郡 平成30年4月19日

株式会社　ホテル清風館 豊田郡 平成28年12月18日

株式会社　松浦造船所 豊田郡 平成31年3月14日


