
令和4年12月31日現在

（地域順の50音順）

株式会社　ア―ク 三原市 平成29年6月23日

有限会社　アーク企画 三原市 令和1年5月16日

有限会社　アイラ 三原市 令和4年11月21日

赤谷木材　株式会社 三原市 令和1年6月19日

株式会社　アカリ工業 三原市 平成31年2月14日

株式会社　アップル介護サービス 三原市 令和4年7月29日

株式会社　アデーシャン 三原市 令和4年7月5日

株式会社　アトラック 三原市 平成31年3月11日

株式会社　アポロ 三原市 令和1年8月12日

株式会社　アミックス 三原市 平成28年9月23日

株式会社　池田工業 三原市 令和3年2月8日

池田興業　株式会社　三原支店 三原市 平成29年11月29日

一般財団法人　中央森林公園協会 三原市 令和3年7月1日

一般財団法人　みはら文化芸術財団 三原市 令和3年3月17日

株式会社　ＩＴＯテクノ 三原市 令和3年4月12日

井上建設　株式会社 三原市 令和3年10月6日

株式会社　井上リライアンス 三原市 令和1年9月19日

医療法人社団　明清会　山田記念病院 三原市 令和3年6月30日

ＨＭ．ＬＩΝＥ　株式会社 三原市 令和2年7月28日

株式会社　エムトレーディング 三原市 令和3年6月16日

有限会社　大石運送 三原市 令和4年2月22日

有限会社　大坪 三原市 令和2年11月26日

有限会社　大森商店 三原市 令和3年12月1日

有限会社　オオヤマ工業 三原市 令和1年6月19日

お多福醸造　株式会社 三原市 平成28年12月8日

有限会社　カーサザン 三原市 令和1年6月27日

亀井鉄工　株式会社 三原市 令和1年6月21日

株式会社　ガルバ興業　三原工場 三原市 令和1年12月7日

関西住建　株式会社 三原市 令和4年9月28日

有限会社　関西ビックス 三原市 平成28年9月28日

ＫＯＨ　株式会社 三原市 令和4年2月15日

株式会社　ゲームアーク 三原市 令和1年5月16日

有限会社　甲田造園 三原市 令和1年6月6日

合同会社　オフィスｍ３ 三原市 平成28年7月20日

株式会社　サービスセンター 三原市 平成29年5月22日

株式会社　サポートライフ 三原市 平成29年3月17日

山陽トラック　株式会社 三原市 令和3年9月16日

山陽乳業　株式会社 三原市 平成31年3月1日

株式会社　システムイン国際 三原市 平成29年3月15日

有限会社　七宝設計 三原市 令和3年9月24日

有限会社　自動車共和国 三原市 平成29年8月4日

ひろしま企業健康宣言　エントリー事業所一覧（広島県東部）

事業所名 地域 宣言日



事業所名 地域 宣言日

社会福祉法人　桂香福祉会 三原市 令和4年1月25日

社会福祉法人　本郷福祉会 三原市 平成28年9月9日

社会福祉法人　松友福祉会 三原市 令和1年9月6日

社会福祉法人　みどりの町 三原市 平成28年10月7日

社会福祉法人松友福祉会　障害者支援施設寿波苑 三原市 平成30年2月20日

有限会社　正栄工業 三原市 令和3年3月14日

株式会社　新協工業 三原市 平成29年8月4日

有限会社　すずか 三原市 令和1年6月7日

有限会社　ＳＥＹ 三原市 令和4年7月5日

有限会社　清勝園 三原市 令和3年11月20日

株式会社　セイム 三原市 平成30年12月13日

セイム梱包　株式会社 三原市 平成30年12月13日

瀬戸内カ―トン　株式会社 三原市 平成28年12月19日

第日工業　株式会社 三原市 平成29年9月29日

タイム　株式会社 三原市 平成30年2月6日

大洋ポーク　株式会社 三原市 令和3年10月29日

株式会社　嵩心 三原市 令和4年9月28日

株式会社　タケウチ建設 三原市 令和2年3月17日

有限会社　竹田建設 三原市 平成30年12月18日

谷本建設　有限会社 三原市 平成30年10月17日

有限会社　つくし 三原市 平成29年2月13日

株式会社　椿き家 三原市 平成30年1月26日

株式会社　鶴田電設コンサルタント 三原市 平成29年8月7日

株式会社　Ｔグループ 三原市 平成30年9月10日

テクノス三原　株式会社 三原市 令和2年4月6日

トウヨウシステム　有限会社 三原市 令和1年6月21日

株式会社　徳寿 三原市 令和4年6月17日

株式会社　トラスト 三原市 令和2年4月20日

鳥巧商事　株式会社 三原市 平成29年11月29日

有限会社　中川広告 三原市 令和1年6月6日

株式会社　なみきファーマシー 三原市 令和4年2月18日

有限会社　野竹電工 三原市 令和1年6月21日

株式会社　八天堂 三原市 平成31年4月10日

株式会社　浜吉 三原市 平成29年9月26日

有限会社　浜藤自動車 三原市 令和1年6月6日

株式会社　平田空調 三原市 令和3年8月23日

株式会社　広島エアポートホテル 三原市 平成30年12月31日

広島国際空港　株式会社 三原市 令和4年8月18日

広島中央アスコン　株式会社 三原市 令和2年11月13日

株式会社　広島リサイクルセンター 三原市 令和4年4月21日

福山工業　株式会社 三原市 平成31年2月14日

藤井建設　株式会社 三原市 平成29年8月4日

富士技術開発　株式会社 三原市 平成31年3月14日

藤原商事　株式会社 三原市 平成29年11月13日

有限会社　フタバサービス 三原市 平成29年8月4日

ブル―テクノ　株式会社 三原市 平成30年2月19日

有限会社　ホテルヤッサ 三原市 令和3年3月16日



事業所名 地域 宣言日

株式会社　本郷給食センタ― 三原市 令和3年12月3日

株式会社　まじま製麺 三原市 令和1年6月27日

有限会社　マルオ物産 三原市 令和1年6月21日

有限会社　丸田建工 三原市 令和1年6月19日

株式会社　道の駅みはら 三原市 平成29年1月4日

株式会社　みどり商会 三原市 令和1年9月3日

三原市医師会 三原市 平成31年2月22日

三原商工会議所 三原市 令和3年2月1日

三原テレビ放送　株式会社 三原市 令和2年11月5日

三原電機　有限会社 三原市 令和4年3月1日

三原農業協同組合 三原市 平成29年4月12日

株式会社　三原美装社 三原市 平成29年2月24日

三原プリント　株式会社 三原市 平成28年12月17日

有限会社　モリタ美研 三原市 令和1年6月11日

保道建設　株式会社 三原市 令和4年12月7日

株式会社　やっさ石油 三原市 令和1年8月7日

有限会社　ライフパートナー 三原市 令和2年11月20日

有限会社　わくわく 三原市 令和4年2月2日

株式会社　渡部瓦　三原販売所 三原市 平成29年8月10日

渡辺土地建物　有限会社 三原市 令和1年6月19日

株式会社　アイエスカードック 尾道市 令和4年1月27日

ＩＫＩ　株式会社 尾道市 令和4年12月2日

アイサービス　株式会社 尾道市 令和4年7月20日

アイ・ビー車検　株式会社 尾道市 令和3年11月1日

青木プロパン　株式会社 尾道市 令和4年8月26日

株式会社　赤坂ボーリング 尾道市 令和3年5月12日

Аｐｐｌｅ　株式会社 尾道市 令和3年1月27日

株式会社　アヅママシナリー 尾道市 令和4年7月21日

株式会社　アマノ 尾道市 平成29年9月1日

株式会社　アリックス 尾道市 令和4年2月17日

アローＳ薬局　下末實 尾道市 令和4年1月27日

有限会社　安西工業 尾道市 令和4年7月5日

アンデックス　株式会社 尾道市 令和2年12月22日

アンデックスソリューション　株式会社 尾道市 令和3年9月16日

石田造船　株式会社 尾道市 令和4年7月5日

一般社団法人　因島医師会 尾道市 令和1年9月20日

一般社団法人　尾道市医師会 尾道市 令和3年7月20日

一般社団法人　尾道市体育協会 尾道市 令和3年2月7日

一般社団法人　広島県清港会　尾道支部 尾道市 令和4年7月19日

株式会社　イトマン商会 尾道市 令和1年7月8日

株式会社　入舟 尾道市 令和4年6月13日

医療法人　重松会　松本病院 尾道市 平成28年9月29日

医療法人　土本医院 尾道市 令和3年11月16日

医療法人社団　神田会　木曽病院 尾道市 令和4年4月11日

医療法人社団　砂田内科 尾道市 令和3年2月10日

医療法人社団　精彩会 尾道市 平成28年8月1日

医療法人社団　湯浅内科 尾道市 平成29年5月29日



事業所名 地域 宣言日

医療法人社団　中郷クリニック　東生口診療所 尾道市 令和3年11月19日

医療法人社団　みやの耳鼻咽喉科 尾道市 令和4年3月3日

因島タクシー　株式会社 尾道市 令和4年2月7日

因の島ガス　株式会社 尾道市 平成29年6月21日

因島商工会議所 尾道市 令和3年2月16日

因島精機　株式会社 尾道市 令和4年7月22日

ウィズハーモニー　株式会社 尾道市 令和3年3月26日

上田開発　有限会社 尾道市 令和4年7月22日

栄信産業　株式会社 尾道市 令和3年2月17日

エイワックス　株式会社 尾道市 令和3年10月26日

株式会社　Ｎコンシェル 尾道市 令和2年2月4日

有限会社　エムディング 尾道市 令和4年7月5日

王庫運輸　有限会社 尾道市 平成30年11月22日

有限会社　大上 尾道市 令和1年6月7日

有限会社　オ―トグラス尾道 尾道市 令和4年1月27日

有限会社　岡田造船所 尾道市 令和4年6月24日

株式会社　オカモトクリーン 尾道市 令和4年3月7日

岡山交通　株式会社　中国交通カンパニー 尾道市 平成30年11月21日

株式会社　オクモト 尾道市 令和3年10月14日

有限会社　奥本鉄工所 尾道市 平成29年6月6日

尾道観光土産品協同組合 尾道市 令和4年1月27日

尾道商工会議所 尾道市 令和3年3月16日

尾道諸品倉庫　株式会社 尾道市 令和1年7月25日

尾道諸品物流センタ―　株式会社 尾道市 令和4年6月3日

尾道造酢　株式会社 尾道市 令和4年3月4日

尾道造船　株式会社　尾道造船所 尾道市 令和4年10月28日

おのみちバス　株式会社 尾道市 令和4年6月16日

尾道輸送センター　株式会社 尾道市 令和4年6月3日

株式会社　カープランニング広島 尾道市 令和3年6月7日

樫木建設　株式会社 尾道市 令和3年11月24日

株式会社　カストム　インダストリ― 尾道市 令和4年4月15日

ＫАＴＯ総建　株式会社 尾道市 令和4年4月29日

有限会社　加納屋建材店 尾道市 令和4年7月22日

有限会社　カフルス 尾道市 令和4年7月31日

カメダライン　株式会社 尾道市 平成30年11月22日

有限会社　かもめ金属製作所 尾道市 令和1年6月26日

有限会社　川辺運送店 尾道市 令和3年10月14日

木梨運送　株式会社 尾道市 令和4年3月8日

株式会社　京泉工業 尾道市 令和4年2月22日

協同組合　べイタウン尾道 尾道市 令和1年11月13日

共和工機　株式会社 尾道市 令和2年3月30日

楠見船具店　株式会社 尾道市 令和4年7月5日

クニヒロ　株式会社 尾道市 令和2年4月15日

株式会社　グリーンヒルホテル尾道 尾道市 平成31年2月22日

有限会社　クリモト製作所 尾道市 平成31年3月7日

黒飛建設　有限会社 尾道市 令和4年8月22日

ケアラーサポート尾道　合同会社 尾道市 令和3年11月20日
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ケイコウ産業株式会社 尾道市 令和1年6月18日

有限会社　ケンキ商事 尾道市 令和4年8月26日

研昇工業　株式会社 尾道市 令和3年3月15日

有限会社　建築設計事務所　第一工房 尾道市 令和4年7月5日

興進産業　株式会社　向島工場 尾道市 令和3年10月28日

株式会社　更和工業 尾道市 令和4年2月8日

有限会社　小坂設備 尾道市 令和4年1月28日

寿工業有限会社 尾道市 令和4年8月4日

迫田運送　株式会社 尾道市 平成31年1月25日

株式会社　佐藤工務店 尾道市 令和4年9月21日

サンライズ株式会社 尾道市 令和3年2月18日

株式会社　サンロード 尾道市 令和4年6月13日

株式会社　三和ドック 尾道市 令和2年1月21日

株式会社　ＪＯＫ 尾道市 令和4年7月5日

有限会社　塩飽鉄工所 尾道市 令和4年2月17日

株式会社　繁乃家ｉｎｃ． 尾道市 令和4年8月19日

株式会社　シマモ 尾道市 令和4年6月29日

社会福祉法人　あづみの森 尾道市 令和3年2月8日

社会福祉法人　尾道さつき会 尾道市 令和1年9月2日

社会福祉法人　尾道のぞみ会 尾道市 平成29年1月12日

社会福祉法人　原田ヒカリ会 尾道市 令和3年11月1日

社会福祉法人　萌え木の里 尾道市 令和4年2月17日

社会福祉法人　若葉 尾道市 令和1年9月20日

宗教法人　山神社 尾道市 平成29年6月1日

宗教法人　耕三寺 尾道市 令和3年3月8日

株式会社　しらゆり舎 尾道市 令和4年1月28日

新栄産業　株式会社 尾道市 平成28年9月16日

有限会社　新生企業 尾道市 令和1年6月14日

有限会社　親和工業 尾道市 令和3年10月14日

杉田与次兵衛商店　有限会社 尾道市 令和3年11月26日

スズキ中国販売　株式会社 尾道市 令和4年11月18日

株式会社　砂田組 尾道市 平成30年11月27日

株式会社　誠和 尾道市 令和3年7月16日

有限会社　セトウチ・サービス 尾道市 令和1年6月14日

瀬戸務税理士事務所　瀬戸務 尾道市 令和4年1月27日

株式会社　大晃工事 尾道市 令和4年5月30日

有限会社　大松配管所 尾道市 令和1年6月18日

株式会社　大和機械製作所 尾道市 平成29年6月16日

高垣デンキ産業　株式会社 尾道市 令和3年10月8日

株式会社　田頭工作所 尾道市 令和4年7月5日

田熊造船　株式会社 尾道市 令和4年9月22日

株式会社　タシマ創健 尾道市 令和4年4月25日

中国紙工業　株式会社 尾道市 令和4年7月7日

有限会社　塚本化成 尾道市 令和4年9月8日

ツネイシリゾート　株式会社 尾道市 令和4年2月25日

有限会社　寺尾組 尾道市 令和3年8月25日

寺西薬局　有限会社 尾道市 令和4年8月8日



事業所名 地域 宣言日

東亜工業　株式会社 尾道市 平成30年11月8日

有限会社　東邦工業 尾道市 令和1年6月20日

東洋電熱工業　株式会社 尾道市 平成30年11月8日

尾道市 令和3年3月16日

尾道市 令和4年5月5日

株式会社　ドルチェ 尾道市 平成29年6月5日

株式会社　トロムソ 尾道市 令和4年6月13日

内海産業　株式会社 尾道市 令和4年2月17日

有限会社　ナイスウエア 尾道市 令和1年6月18日

中村工務店　有限会社 尾道市 令和4年3月14日

有限会社　中村設備工業 尾道市 令和4年1月27日

株式会社　中村舗道 尾道市 令和4年3月14日

成和工業　株式会社 尾道市 令和3年2月8日

株式会社　西川組 尾道市 令和4年6月8日

西日本エンジンサービス　株式会社 尾道市 令和4年8月26日

有限会社　ニシマキ産業 尾道市 令和3年11月17日

西宮建設　有限会社 尾道市 令和1年6月14日

有限会社　西山サービス 尾道市 平成31年4月2日

日工 株式会社 尾道市 令和3年3月3日

有限会社　日伸精機 尾道市 令和4年3月3日

株式会社　野坂組 尾道市 平成29年2月14日

野田ソフトウェア工房　株式会社 尾道市 令和4年3月11日

株式会社　パイオニア電子計算センタ― 尾道市 令和1年8月1日

株式会社　灰垣組 尾道市 令和4年10月26日

浜本電設　有限会社 尾道市 令和3年3月15日

株式会社　ハリソン産業因島 尾道市 平成30年2月7日

有限会社　光銘板工芸社 尾道市 令和4年1月27日

株式会社　ビサンゼセッション 尾道市 令和4年1月29日

備三タクシ―　株式会社 尾道市 平成30年2月27日

有限会社　ひまわりライフケアサポート 尾道市 令和3年7月16日

有限会社　平山峯一商店 尾道市 令和4年7月5日

広島県内航海運組合東部支部 尾道市 令和4年7月14日

広島船具興業　有限会社 尾道市 令和4年8月8日

有限会社　ヒロセラ 尾道市 令和4年6月21日

備後海運　株式会社 尾道市 令和4年7月5日

株式会社　福井亀之助商店 尾道市 令和3年4月8日

有限会社　福友スズキ販売 尾道市 令和4年2月16日

扶桑工業　株式会社 尾道市 平成30年12月26日

有限会社　ブレイクスルー 尾道市 令和3年8月20日

株式会社　プロケアしまなみ 尾道市 令和1年9月20日

有限会社　平成塗装 尾道市 令和1年6月14日

本四バス開発株式会社 尾道市 令和4年11月7日

株式会社　ホンダカーズ瀬戸内 尾道市 令和2年4月6日

株式会社　マスハラ楽器 尾道市 令和3年3月16日

松村金属　有限会社 尾道市 令和4年8月8日

有限会社　松本工業所 尾道市 令和3年4月15日

株式会社　マリンサプライ 尾道市 令和4年9月22日



事業所名 地域 宣言日

まるか食品　株式会社 尾道市 平成30年12月22日

株式会社　まるじょう 尾道市 令和3年6月18日

丸善製薬　株式会社 尾道市 令和2年3月27日

株式会社　マルハチ 尾道市 令和3年7月15日

株式会社　三谷製作所 尾道市 令和3年7月30日

株式会社　ミチフク 尾道市 令和4年6月29日

有限会社　光永建設 尾道市 令和3年11月19日

みなと海運　株式会社 尾道市 平成29年5月26日

有限会社　三成興運 尾道市 平成30年11月29日

株式会社　ミネ技術 尾道市 令和1年10月3日

株式会社　ミヤガワ溶鋼 尾道市 令和4年6月13日

株式会社　ミヤジ 尾道市 平成31年3月19日

宮地ナショナル　株式会社 尾道市 令和1年9月17日

宮地弘商事　株式会社 尾道市 令和4年12月20日

宮本鋼機　株式会社 尾道市 令和4年6月6日

向井興業　有限会社 尾道市 令和4年1月27日

村井石油　株式会社 尾道市 平成29年6月15日

有限会社　村上造船所 尾道市 令和3年3月2日

有限会社　村上塗装工業 尾道市 令和4年6月29日

村上溶材　株式会社 尾道市 令和3年9月27日

有限会社　村田建設 尾道市 令和4年6月16日

有限会社　やすもと 尾道市 令和1年5月14日

有限会社　山本組 尾道市 令和4年3月18日

株式会社　山本製作所 尾道市 令和1年6月20日

山脇酸素　株式会社 尾道市 平成31年2月15日

有限会社　友愛 尾道市 令和4年2月14日

株式会社　ユグドラシル 尾道市 令和4年2月15日

吉原建設　株式会社 尾道市 令和3年10月11日

ヨドプレ株式会社　尾道支店 尾道市 令和3年7月17日

有限会社　ラ・ココット 尾道市 令和3年9月27日

ＨＲＡＣＮ　合同会社 尾道市 令和4年2月24日

有限会社　ランドベル 尾道市 令和3年3月23日

株式会社　リビンズ藤井 尾道市 令和4年11月21日

株式会社　アーク 福山市 令和4年2月4日

株式会社　アーツ・アソシエ 福山市 令和4年1月31日

株式会社　Ｒ，Ｒ＆Ｋ 福山市 令和2年7月3日

株式会社　アイ　エヌ　トレーディング 福山市 令和4年4月4日

株式会社　アイエスツール 福山市 令和1年9月24日

株式会社　愛光園 福山市 平成31年2月8日

愛勝空調　有限会社 福山市 令和4年3月25日

有限会社　愛の手 福山市 令和4年10月24日

株式会社　青木鐵工 福山市 令和3年3月26日

青葉印刷　株式会社 福山市 平成28年9月28日

株式会社　ＡＣＴ 福山市 令和4年1月28日

株式会社　アクトシステムズ 福山市 平成30年9月19日

有限会社　あけぼのスタジオ 福山市 令和3年2月8日

アサヒ装飾　株式会社 福山市 令和4年5月7日



事業所名 地域 宣言日

アサヒタクシー　株式会社 福山市 平成28年8月22日

有限会社　アサヒフィルタサービス 福山市 令和2年11月20日

アジアビジネス交流協同組合 福山市 令和3年3月9日

株式会社　アシード 福山市 令和4年9月22日

アシードホールディングス　株式会社 福山市 令和3年6月15日

福山市 令和4年11月15日

アスカエンジ　株式会社 福山市 令和3年10月7日

有限会社　東白蟻研究所 福山市 平成31年3月15日

有限会社　東看板店 福山市 平成31年1月29日

有限会社　あそび 福山市 令和3年1月12日

アットホーム　株式会社 福山市 令和4年11月18日

アテル　株式会社 福山市 平成31年2月14日

アパレル　アイ　株式会社 福山市 令和3年2月25日

株式会社　アパレル・ウラべ 福山市 令和4年8月8日

有限会社　阿吹運送店 福山市 平成30年10月18日

株式会社　アペックスフーズ 福山市 令和1年10月11日

株式会社　アポレックス 福山市 令和4年9月8日

株式会社　亜利亜利コーポレーション 福山市 令和4年1月27日

有木　株式会社 福山市 令和1年5月24日

アリフク　株式会社 福山市 令和3年3月17日

株式会社　アルファパワー 福山市 令和4年1月27日

アンカー　合同会社 福山市 令和4年3月11日

株式会社　アンリックス 福山市 令和3年2月26日

有限会社　イー･シー･エス 福山市 令和4年4月15日

株式会社　イーガーデン近藤 福山市 令和4年4月21日

有限会社　イー・エル・シー 福山市 令和4年8月19日

株式会社　井笠バスカンパニー 福山市 令和1年9月11日

有限会社　池上モータース 福山市 令和4年11月22日

池田興業株式会社　福山支店 福山市 平成28年9月28日

株式会社　池田ハルク 福山市 令和3年10月8日

有限会社　イケダホーム 福山市 令和4年1月31日

有限会社　いけの 福山市 平成29年4月18日

いしおか医院　石岡英彦 福山市 平成30年2月8日

株式会社　石悦 福山市 令和4年7月27日

伊豆義　株式会社 福山市 平成29年5月29日

一色　株式会社 福山市 令和3年11月12日

株式会社　一心工業 福山市 令和3年9月9日

一般社団法人　福山市医師会 福山市 平成28年8月24日

一般社団法人　結絆福祉会 福山市 令和3年10月25日

一般社団法人　Ｒ．Ｅ．Ｅ．Ｇ． 福山市 令和2年11月2日

一般社団法人　福山市薬剤師会 福山市 令和3年7月20日

株式会社　一瓢組 福山市 令和4年2月26日

株式会社　伊藤　勝 福山市 令和4年5月9日

有限会社　稲葉産業 福山市 令和2年8月31日

株式会社　井上建工 福山市 令和3年2月24日

株式会社　今井金属 福山市 平成29年5月29日

株式会社　イメージサロンカッツ 福山市 令和3年2月26日



事業所名 地域 宣言日

葦陽薬品　株式会社 福山市 平成31年2月12日

入江　株式会社 福山市 令和3年7月14日

医療法人　永和会 福山市 平成28年10月17日

医療法人　慈彗会　亀川病院 福山市 令和4年2月17日

医療法人社団　玄同会　小畠病院 福山市 令和4年12月19日

医療法人　社団　秀信会 福山市 令和4年3月4日

医療法人　秀明会 福山市 平成28年8月16日

医療法人　辰川会 福山市 平成31年1月24日

医療法人　村上会　福山回生病院 福山市 令和3年1月4日

医療法人幸美会　なかむら歯科クリニック 福山市 令和3年2月10日

医療法人社団　いぶき小児科 福山市 令和4年2月28日

医療法人社団　敬崇会 福山市 平成30年11月8日

医療法人社団　健生会　いそだ病院 福山市 平成28年8月23日

医療法人社団　済井会　福山光南クリニック 福山市 平成28年7月19日

医療法人社団　仁恵会　福山検診所 福山市 平成28年11月18日

医療法人社団　杉原会 福山市 平成28年11月19日

医療法人社団尚志会　福山城西病院 福山市 平成30年7月30日

株式会社　岩井工業 福山市 令和4年11月11日

株式会社　岩木開発 福山市 令和4年5月10日

有限会社　岩藤 福山市 令和3年2月8日

株式会社　ウエカワ自動車 福山市 令和4年11月1日

ウエスギ　株式会社 福山市 令和4年2月25日

有限会社　魚花 福山市 令和4年8月8日

宇田被服　株式会社 福山市 令和3年3月2日

占部建設工業　株式会社 福山市 令和1年6月18日

株式会社　占部工作所 福山市 令和4年6月29日

福山市 令和3年6月16日

エイシン機工　株式会社 福山市 令和3年8月27日

株式会社　エイトコーポレーション 福山市 令和4年4月4日

株式会社　Ａ．Ｅ．Ｕ．Ｇ． 福山市 令和2年11月2日

株式会社　エーシック 福山市 令和4年9月8日

有限会社　エキスパート 福山市 令和4年7月21日

映クラ　株式会社 福山市 令和2年7月9日

有限会社　エコライフ 福山市 平成30年12月4日

株式会社　エコラボ 福山市 令和2年4月9日

株式会社　ＳＲＰ 福山市 平成30年11月8日

株式会社　エトランジェ・ディ・コスタリカ 福山市 令和3年3月12日

株式会社　Ｎ．Ａ．Ｈ 福山市 令和4年6月24日

株式会社　エヌ・オーグループ 福山市 平成28年10月9日

株式会社　ＦＩテック 福山市 令和1年6月10日

Ｆ－ｃｒｅｗ　株式会社 福山市 平成30年10月26日

ＦＧＳエキスパート　株式会社 福山市 令和4年12月2日

株式会社　エフピコ 福山市 令和3年7月12日

エフピコウエストロジ　株式会社 福山市 令和4年9月28日

株式会社　エフピコ神辺 福山市 令和4年9月15日

エフピコ物流　株式会社 福山市 令和4年9月26日

有限会社　ＭＳＭ 福山市 令和4年8月8日



事業所名 地域 宣言日

有限会社　エムシコー 福山市 令和4年7月22日

有限会社　エルドー 福山市 令和4年9月8日

株式会社　エンテック 福山市 令和3年12月1日

株式会社　近江電設工業 福山市 令和3年2月8日

大分タオル　株式会社 福山市 平成30年12月11日

株式会社　オーザック 福山市 平成29年5月25日

有限会社　大下木型製作所 福山市 令和3年9月30日

大立　稔　税理士事務所　大立　稔 福山市 平成30年11月7日

有限会社　オ―トサ―ビス香川 福山市 令和4年11月1日

株式会社　オートファクトリー 福山市 令和4年11月1日

有限会社　大友美装 福山市 平成30年11月6日

有限会社　大場被服 福山市 令和4年6月29日

株式会社　オービス 福山市 平成30年11月26日

大宮工業　株式会社 福山市 平成29年5月29日

大村電気工事　株式会社 福山市 令和4年7月5日

株式会社　オーワークス 福山市 令和1年11月27日

有限会社　岡崎工作所 福山市 令和4年8月26日

有限会社　オカノ電通システム 福山市 令和4年7月6日

有限会社　岡村商運 福山市 平成30年4月19日

岡山県貨物運送　株式会社　福山主管支店 福山市 平成29年6月12日

株式会社　オキ 福山市 平成31年1月22日

沖電機　株式会社 福山市 平成31年2月8日

株式会社　奥野工作所 福山市 令和4年3月10日

有限会社　奥原工業所 福山市 令和1年6月7日

株式会社　尾熊設備 福山市 令和3年7月30日

有限会社　おしゃれセンター　いせき 福山市 令和4年1月27日

有限会社　オシロイヤ 福山市 平成31年1月21日

有限会社　カ―セデェクション 福山市 令和4年11月18日

株式会社　海信設備工業 福山市 令和3年10月1日

カイハラ株式会社 福山市 平成30年4月16日

カイハラ産業　株式会社 福山市 平成30年4月16日

株式会社　影山建設 福山市 令和3年4月14日

華光鉄工　株式会社 福山市 令和4年2月3日

株式会社　かこ川商店 福山市 平成28年12月17日

株式会社　柏木組 福山市 令和4年3月9日

有限会社　柏原機工 福山市 令和1年7月10日

春日建設　有限会社 福山市 令和2年7月3日

株式会社　カネソ22 福山市 令和3年6月2日

金藤工業　株式会社 福山市 令和4年8月26日

有限会社　金丸運送店 福山市 令和4年11月29日

株式会社　金森 福山市 令和4年10月27日

有限会社　上堂薗塗装 福山市 令和4年2月13日

亀井塗装　株式会社 福山市 平成30年12月16日

株式会社　河原 福山市 令和4年3月18日

株式会社　カワムラ機工 福山市 令和1年6月24日

株式会社　神原組 福山市 令和2年3月16日

株式会社　キカイヤ 福山市 令和4年11月7日



事業所名 地域 宣言日

株式会社　木心 福山市 令和2年3月30日

有限会社　岸田自動車 福山市 令和3年11月25日

キソメック　株式会社 福山市 令和1年6月13日

有限会社　北川工作所 福山市 令和3年11月3日

北村自動車　株式会社 福山市 令和3年2月18日

キャス　株式会社 福山市 令和3年3月19日

株式会社　キャステム 福山市 平成28年8月25日

株式会社　キャッスルコーポレーション 福山市 令和1年8月7日

株式会社　ＱＯＬサービス 福山市 平成29年6月20日

株式会社　キョウエイ 福山市 令和4年4月8日

協栄物産　株式会社 福山市 令和3年10月13日

共進商事　株式会社 福山市 令和3年3月15日

株式会社　協成 福山市 令和2年4月6日

株式会社　協同瓦斯 福山市 平成28年9月8日

協同組合　アクア 福山市 令和3年1月13日

協同精機　株式会社 福山市 平成30年11月23日

有限会社　共立測量設計 福山市 令和1年6月27日

共和工業　株式会社 福山市 令和3年10月8日

共和実業　株式会社 福山市 令和4年6月29日

株式会社　キング食品 福山市 令和3年2月22日

近代美容室　有限会社 福山市 令和3年7月16日

クォーレ・リッコ　合同会社 福山市 令和3年12月2日

株式会社　グッドアピール 福山市 令和4年6月16日

株式会社　クニヨシ 福山市 令和4年10月12日

株式会社　窪田組 福山市 平成29年6月13日

有限会社　久保電子　福山事業所 福山市 令和4年12月21日

有限会社　熊谷ステンレス工業 福山市 令和4年11月29日

倉田　株式会社 福山市 令和3年11月2日

株式会社　クラハシ 福山市 平成29年6月15日

株式会社　クリーンエナジー 福山市 令和3年11月19日

有限会社　クリエイト･コーポレーション 福山市 令和4年11月18日

株式会社　ＧＲＡＣＥ 福山市 令和4年11月18日

黒木眼科医院　黒木　悟 福山市 令和4年1月28日

黒田工業　株式会社 福山市 令和3年5月10日

株式会社　桑宗 福山市 令和3年10月22日

株式会社　ケイサービス 福山市 令和4年10月26日

株式会社　ＫＧＳ 福山市 平成31年3月21日

株式会社　ゲットレディー 福山市 令和3年2月22日

株式会社　ケンセイ舎 福山市 令和4年10月18日

株式会社　ケンユー 福山市 令和4年11月15日

有限会社　コアメイト 福山市 平成28年9月28日

公益財団法人　中国労働衛生協会 福山市 平成28年11月22日

公益財団法人　福山市スポーツ協会 福山市 令和4年3月3日

株式会社　コウセイ 福山市 平成28年12月21日

合田運送株式会社 福山市 令和4年7月15日

合同会社　うきうきわくわく 福山市 令和3年9月23日

合同会社　ＹＫＣ　ｎｅｔ 福山市 令和4年3月15日



事業所名 地域 宣言日

合同会社　パートナーズカフェカンパニー 福山市 令和4年9月16日

株式会社　河野自転車商会 福山市 令和4年6月24日

幸福運輸　株式会社 福山市 令和3年11月22日

弘文　株式会社 福山市 令和4年3月10日

株式会社　向陽 福山市 平成30年11月15日

有限会社　光輪 福山市 令和3年3月14日

有限会社　光和鉄工 福山市 令和4年8月8日

光和運輸　株式会社 福山市 令和3年3月8日

株式会社　コーエイメタル 福山市 令和4年6月16日

株式会社　コーコス信岡 福山市 平成30年2月2日

株式会社　コーリツ 福山市 平成28年8月22日

こだま食品　株式会社 福山市 令和1年7月3日

こだまベジフル　株式会社 福山市 令和3年10月5日

株式会社　小林工務店 福山市 令和3年2月8日

株式会社　小林マリン　サ―ビス 福山市 平成30年1月31日

株式会社　小山オフセット印刷所 福山市 令和4年3月28日

株式会社　こんどう電器 福山市 平成30年10月19日

株式会社　サカイ 福山市 平成29年5月25日

坂本建設工業　株式会社 福山市 令和3年8月31日

佐々木　産業　有限会社 福山市 平成28年12月21日

佐土井石油　有限会社 福山市 令和4年2月25日

有限会社　佐藤運送 福山市 令和4年4月8日

株式会社　サトウシステム 福山市 平成31年2月26日

佐藤住設　株式会社 福山市 平成28年7月19日

さとう商事　有限会社 福山市 令和2年10月21日

株式会社　佐藤石工苑 福山市 令和4年3月17日

佐藤相互建設　株式会社 福山市 平成31年1月31日

有限会社　佐藤貢保険事務所 福山市 令和1年5月14日

株式会社　サンエイ 福山市 平成31年1月24日

株式会社　サンエス 福山市 平成28年8月29日

株式会社　サンカミ 福山市 平成29年6月2日

三共精工　株式会社 福山市 令和4年4月28日

株式会社　三共冷熱 福山市 平成30年6月5日

株式会社　サンクス 福山市 令和3年6月8日

サンケイ電気工事　株式会社 福山市 令和3年11月9日

三罡技研　株式会社 福山市 令和4年8月8日

株式会社　三幸社 福山市 令和2年3月23日

サンスプリーム　株式会社 福山市 令和4年11月22日

山晴建設　株式会社 福山市 令和3年12月13日

サンデン　株式会社 福山市 平成29年5月29日

株式会社　サンナ水道 福山市 令和3年3月23日

株式会社　サンナマ 福山市 令和4年5月30日

三平興業　株式会社 福山市 令和1年10月7日

三洋建材　株式会社 福山市 令和3年10月29日

山陽パッケージシステム　株式会社 福山市 令和1年5月29日

山陽石油　株式会社 福山市 平成29年6月15日

山陽染工　株式会社 福山市 令和3年5月12日



事業所名 地域 宣言日

山陽土建工業　株式会社 福山市 令和3年3月11日

山陽塗装工業　株式会社 福山市 令和4年9月17日

有限会社　山陽不動産 福山市 令和3年3月18日

三洋メカニックス　株式会社 福山市 令和4年4月13日

株式会社　山陽ライフケアサービス 福山市 令和3年3月5日

株式会社　サンヨーエム 福山市 令和4年11月18日

株式会社　三和酒店 福山市 令和3年2月7日

株式会社　シーケイエス・チューキ 福山市 平成29年3月17日

株式会社　Ｃ―ＬＩＮＥＳ 福山市 令和4年11月22日

ＪＰテック　株式会社 福山市 令和3年10月5日

ジェイ・ワークス　株式会社 福山市 令和4年2月13日

株式会社　シギヤ精機製作所 福山市 平成30年1月26日

株式会社　繁山興業 福山市 令和1年10月3日

品川ロコー　株式会社 福山市 令和3年11月26日

篠原テキスタイル　株式会社 福山市 平成29年5月29日

株式会社　渋谷設計 福山市 令和2年9月28日

社会医療法人　社団　陽正会 福山市 令和4年7月14日

社会医療法人社団　沼南会 福山市 平成28年8月30日

社会福祉法人　福美会 福山市 平成28年10月3日

社会福祉法人　福山市社会福祉協議会 福山市 令和4年2月21日

社会福祉法人　アンダンテ 福山市 平成28年10月10日

社会福祉法人　育正福祉会 福山市 令和1年6月5日

社会福祉法人　一れつ会 福山市 令和4年12月26日

社会福祉法人　鏡福祉会　わかばこども園 福山市 令和4年10月25日

社会福祉法人　加茂福祉会　なかよしこども園 福山市 平成29年5月31日

社会福祉法人　幸栄福祉会　草戸こども園 福山市 令和3年11月29日

社会福祉法人　宏喜会 福山市 令和3年10月21日

社会福祉法人　紫城会 福山市 令和3年6月7日

社会福祉法人　正蔵会 福山市 平成31年3月23日

社会福祉法人　祥和会 福山市 令和4年2月17日

社会福祉法人　白鳩会　ひなぎくこども園 福山市 令和3年3月11日

社会福祉法人　せとうち 福山市 平成29年11月6日

社会福祉法人　専光会 福山市 令和3年10月13日

社会福祉法人　創樹会 福山市 令和3年3月11日

社会福祉法人　千草会　てまりこども園 福山市 平成28年7月19日

社会福祉法人　にこにこ福祉会 福山市 令和2年11月16日

社会福祉法人　芙蓉の家 福山市 平成30年2月19日

社会福祉法人　まり福祉会 福山市 平成28年8月30日

社会福祉法人　睦福祉会 福山市 平成29年6月1日

社会福祉法人　明翠会 福山市 令和4年2月22日

社会福祉法人　湯野福祉会 福山市 令和4年3月3日

社会福祉法人　歓びの園 福山市 平成31年2月14日

社会福祉法人　龍華福祉会 福山市 令和3年11月19日

社会福祉法人　若葉会 福山市 令和1年11月5日

社会福祉法人　わかば福祉会　川口西こども園 福山市 令和4年3月7日

社会保険労務士法人　テトラ 福山市 令和4年1月27日

社会保険労務士法人　野島事務所 福山市 令和2年11月6日



事業所名 地域 宣言日

有限会社　シャルダン商会 福山市 令和3年9月6日

ショウエイ　株式会社 福山市 令和4年9月8日

株式会社　ＳＨＯＹＡ 福山市 令和3年8月25日

株式会社　ショウリク 福山市 令和4年11月15日

昭和陸運　株式会社 福山市 平成28年12月20日

昌和産業　有限会社 福山市 令和1年6月28日

株式会社　ＳＨＯコーポレーション 福山市 令和3年7月2日

株式会社　ジョブチェンジ 福山市 令和4年6月24日

株式会社　伸栄 福山市 令和3年3月17日

有限会社　シンエイ空調 福山市 令和4年10月12日

株式会社　新瑛工業 福山市 令和4年7月22日

株式会社　シンエツ工業 福山市 令和2年1月10日

シンクロメディア　株式会社 福山市 平成30年8月6日

有限会社　伸光住建 福山市 令和4年1月28日

有限会社　シンコー 福山市 令和4年11月29日

株式会社　新生互助センター 福山市 令和3年11月25日

神石テック　株式会社 福山市 令和3年3月8日

株式会社　シントミ 福山市 令和4年4月20日

有限会社　信明 福山市 令和3年3月6日

株式会社　伸友 福山市 令和3年3月15日

新和建設工業　株式会社 福山市 令和4年4月14日

有限会社　スカイオート 福山市 令和4年11月22日

菅波楽器　株式会社 福山市 平成30年12月12日

株式会社　スガナミ製作所 福山市 令和4年9月21日

スガナミ物産　株式会社 福山市 令和3年3月12日

株式会社　杉野伸不動産事務所 福山市 令和4年9月14日

株式会社　スター 福山市 令和4年2月2日

スターフィールド　株式会社 福山市 令和4年2月2日

株式会社　住まいのＱＵＥＳＴ 福山市 令和4年2月7日

株式会社　スマイルクリエート 福山市 令和4年12月28日

株式会社　住徳 福山市 令和2年3月16日

株式会社　青五 福山市 平成31年4月4日

西部運輸　株式会社 福山市 平成28年12月19日

西部物流　株式会社 福山市 平成28年12月19日

株式会社　誠矢商事 福山市 令和4年11月21日

税理士法人　せとうち会計 福山市 令和3年4月2日

税理士法人　たけむら 福山市 令和4年6月24日

誠和建設　株式会社 福山市 令和3年3月15日

聖和テック　株式会社 福山市 平成30年2月17日

瀬戸砕石　株式会社 福山市 令和2年10月29日

瀬戸内テック協同組合 福山市 令和3年12月7日

株式会社　せとうちパートナーズ 福山市 令和3年3月29日

瀬戸田電気　株式会社 福山市 令和3年2月12日

株式会社　ゼハロス 福山市 令和3年2月19日

株式会社　ＳＥＶＥＮ　ＳＥＮＳＥ 福山市 令和1年7月16日

株式会社　セブントップ 福山市 令和4年10月12日

セブンファーマ　株式会社 福山市 令和4年7月21日



事業所名 地域 宣言日

千城土建　有限会社 福山市 令和4年5月18日

有限会社　Ｓｅｎｓｅ 福山市 令和4年9月12日

有限会社　走健塾 福山市 令和1年10月16日

総合運送　有限会社 福山市 平成28年7月21日

株式会社　ソーカン 福山市 令和4年9月28日

株式会社　ソゴウ 福山市 令和3年8月20日

株式会社　外野会計 福山市 令和1年5月26日

大輝　有限会社 福山市 令和4年1月28日

株式会社　大久 福山市 令和4年6月24日

有限会社　ダイコー食品 福山市 令和3年11月25日

株式会社　ダイショク 福山市 令和1年5月22日

大進工機　株式会社 福山市 令和3年11月24日

株式会社　大造産業 福山市 令和3年2月24日

大創アシスト　株式会社 福山市 令和3年2月18日

株式会社　大東計器製作所 福山市 平成28年10月18日

株式会社　タイトー設備工業 福山市 令和4年8月8日

大福タクシー　有限会社 福山市 令和4年2月2日

ダイホーコンサルタント　株式会社 福山市 平成30年1月26日

ダイヤ石油　株式会社 福山市 令和3年5月12日

大洋興業　株式会社　福山支店 福山市 令和3年7月19日

太洋電機産業　株式会社 福山市 平成29年6月7日

大和建設　株式会社 福山市 令和3年7月8日

大和ツキ板産業　株式会社 福山市 令和3年10月1日

高正　株式会社 福山市 令和3年2月22日

株式会社　高橋エンジニアリング 福山市 平成28年9月29日

株式会社　高橋工建 福山市 令和4年7月22日

高橋精機　株式会社 福山市 令和1年6月7日

福山市 令和4年7月20日

福山市 平成31年1月26日

福山市 令和3年2月9日

福山市 令和3年1月4日

株式会社　タカヤマ 福山市 令和3年2月18日

有限会社　タクミ 福山市 令和3年9月3日

有限会社　竹本組 福山市 令和4年2月14日

田島漁業　協同組合 福山市 令和4年12月23日

株式会社　ダスキンニコニコ 福山市 平成31年2月8日

タツミ電工　株式会社 福山市 平成28年9月30日

株式会社　たていし園 福山市 平成31年1月24日

田邊興業　田邊　尚久 福山市 令和3年3月20日

谷口工業　株式会社 福山市 令和4年9月15日

Ｔａｍａｄａ工房　株式会社 福山市 令和4年4月14日

株式会社　だりあ薬局 福山市 令和4年1月28日

株式会社　知久設計 福山市 令和3年2月22日

株式会社　チクマピーディー広島 福山市 令和4年3月9日

中国システム機器　株式会社 福山市 令和4年1月31日

株式会社　中国トラベル 福山市 平成31年3月15日

中国紡織　株式会社 福山市 令和3年5月12日



事業所名 地域 宣言日

中国山科サービス　株式会社 福山市 令和3年2月18日

株式会社　中国バス 福山市 平成30年1月10日

有限会社　ツートップ 福山市 令和4年7月15日

株式会社　ツジオカ 福山市 令和3年2月8日

筒井社会保険労務士事務所　筒井良子 福山市 令和3年3月23日

ツネイシＬＲ　株式会社 福山市 令和3年2月26日

ツネイシカムテックス　株式会社 福山市 平成31年3月25日

ツネイシＣバリューズ　株式会社 福山市 令和3年11月4日

常石商事　株式会社 福山市 令和4年3月15日

ツネイシホールディングス　株式会社 福山市 平成30年2月6日

常造事業協同組合 福山市 令和4年10月25日

有限会社　つばさ 福山市 令和4年2月24日

株式会社　ディア・レスト福山 福山市 平成29年5月26日

ティ・エムケンセツ　株式会社 福山市 令和4年11月28日

有限会社　デイシイ開発研究所 福山市 令和4年3月21日

テクノサービス (有) 福山市 平成31年1月21日

テックフクナガ　株式会社 福山市 令和3年10月15日

株式会社　ＴＥＲＡ 福山市 令和4年7月15日

株式会社　テラダ 福山市 令和4年1月13日

株式会社　寺延組 福山市 平成30年3月19日

テラル　株式会社 福山市 令和1年8月7日

株式会社　天堂 福山市 令和4年3月1日

トウショク株式会社 福山市 平成29年3月29日

株式会社　東進 福山市 令和3年10月22日

株式会社　ＴＯＨＯ 福山市 令和3年7月8日

有限会社　東洋自動車商会 福山市 令和3年11月17日

東洋電機　株式会社 福山市 令和1年6月5日

東洋プラント　株式会社 福山市 令和2年2月20日

東和工業　株式会社 福山市 令和1年11月12日

株式会社　トーイン 福山市 平成30年7月13日

有限会社　トータルテックオグマ 福山市 令和3年11月2日

福山市 令和3年2月13日

徳永製菓　株式会社 福山市 令和4年7月22日

有限会社　徳永化成 福山市 令和3年10月12日

戸田被服　株式会社 福山市 平成28年11月15日

土地建物情報センター　株式会社 福山市 令和3年9月16日

とまと通運　株式会社 福山市 令和4年4月14日

株式会社　トメックス 福山市 平成30年11月29日

株式会社　トモテツセブン 福山市 令和1年10月11日

鞆鉄道　株式会社 福山市 平成31年2月13日

有限会社　トラストハウジング 福山市 令和4年1月27日

株式会社　ドリームネッツ 福山市 平成28年12月20日

有限会社　豚珍館 福山市 令和3年6月2日

ナウス　株式会社 福山市 平成28年8月16日

中尾鋼業　有限会社 福山市 令和3年4月22日

中島モーター　株式会社 福山市 令和4年11月18日

有限会社　中島商店 福山市 令和2年10月9日
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株式会社　仲心 福山市 令和3年8月10日

中塚被服　株式会社 福山市 平成31年2月22日

有限会社　ナガヒサ建装 福山市 令和1年6月14日

福山市 令和4年7月29日

株式会社　なかやま牧場 福山市 令和3年9月7日

有限会社　ナチュラルアンドアース 福山市 令和4年1月28日

株式会社　七斗工業 福山市 令和3年8月25日

株式会社　にしき堂福山 福山市 令和4年2月26日

株式会社　西原住設 福山市 令和4年6月29日

株式会社　西兵商店 福山市 令和3年2月9日

株式会社　ニチエー 福山市 令和2年5月1日

日動化学工業　株式会社 福山市 令和3年10月1日

日興酸素　株式会社 福山市 平成31年2月5日

日昇工業　株式会社 福山市 令和4年4月28日

株式会社　日伸 福山市 令和4年9月21日

日神運輸　株式会社 福山市 平成28年7月19日

有限会社　日生運輸 福山市 平成28年12月16日

日塗　株式会社 福山市 平成29年1月16日

日本運搬機械　株式会社 福山市 平成30年1月26日

日本管洗工業　株式会社 福山市 令和3年10月13日

日本自動車　株式会社 福山市 令和4年12月1日

日本畜産　株式会社 福山市 平成31年2月15日

株式会社　日本総合科学 福山市 平成29年2月15日

株式会社　ノーブル 福山市 令和2年3月30日

延近自動車　株式会社 福山市 令和4年11月1日

株式会社　ハートフルライフ 福山市 令和4年1月28日

株式会社　ハウスサポート 福山市 令和4年6月29日

株式会社　畑合金 福山市 令和1年7月5日

株式会社　はっけん 福山市 平成28年7月19日

八興伸鉄　株式会社 福山市 令和3年10月19日

馬場工業　株式会社 福山市 令和4年6月18日

濱田康宏　公認会計士・税理士事務所 福山市 令和3年3月24日

早川ゴム　株式会社 福山市 平成28年9月28日

林田工業　株式会社 福山市 令和2年7月20日

早間金属　有限会社 福山市 令和3年3月8日

はるかホーム　株式会社 福山市 令和3年9月15日

有限会社　ビーケイ 福山市 平成30年7月30日

美建工業　株式会社 福山市 平成30年3月3日

有限会社　備讃建設工業 福山市 令和4年9月7日

菱友商事　株式会社 福山市 平成28年8月19日

株式会社　美上 福山市 令和4年3月4日

日谷設備　株式会社 福山市 令和3年7月23日

株式会社　平野組 福山市 平成31年3月26日

広建コンサルタンツ　株式会社 福山市 平成29年9月27日

広島化成　株式会社 福山市 平成31年2月28日

有限会社　広島金具製作所 福山市 平成31年1月18日

株式会社　ファーストクリエート 福山市 令和2年11月2日



事業所名 地域 宣言日

株式会社　ファーマシィ 福山市 令和2年3月30日

株式会社　フィッツ 福山市 平成28年9月13日

株式会社　フェイス 福山市 令和4年3月30日

株式会社　フォレストパワー 福山市 令和3年4月8日

福栄鉄工　株式会社 福山市 令和4年8月19日

有限会社　フクショウ 福山市 平成29年11月2日

福善運輸　有限会社 福山市 令和1年6月26日

福東運送　有限会社 福山市 令和4年7月22日

福山医療生活協同組合 福山市 令和3年2月20日

福山オートサービス　株式会社 福山市 令和3年8月18日

福山海陸運輸　株式会社 福山市 令和4年3月11日

福山瓦斯　株式会社 福山市 令和2年9月14日

福山自動車整備協業組合 福山市 令和4年1月7日

福山商工会議所 福山市 令和1年10月15日

福山青果　株式会社 福山市 令和1年6月21日

株式会社　福山セコ 福山市 令和4年1月29日

福山電業　株式会社 福山市 平成30年6月12日

株式会社　福山臨床検査センター 福山市 平成28年9月30日

福山旭陸運倉庫　株式会社 福山市 平成29年5月22日

有限会社　福山エンジニアリング 福山市 令和3年3月15日

株式会社　福山ガス東部ショップ 福山市 令和3年3月12日

福山ゴム工業　株式会社 福山市 平成31年2月1日

福山佐用運送　株式会社 福山市 令和3年10月14日

福山市瀬戸老人福祉センター運営委員会 福山市 令和3年6月29日

福山自動車サービス　有限会社 福山市 令和3年9月7日

福山スチールセンター　株式会社 福山市 平成30年11月30日

福山市 令和2年11月16日

福山フーズプランニング　株式会社 福山市 令和2年7月6日

福山福運輸　有限会社 福山市 平成28年7月21日

福山フレッシュコンベア　株式会社 福山市 令和3年10月4日

有限会社　福山ポップセンター 福山市 令和4年6月17日

福山名和運輸　株式会社 福山市 令和2年3月30日

福山メンテナンス　株式会社 福山市 平成28年11月17日

有限会社　福山ランドリー 福山市 令和4年9月22日

福山ロジスティクス　株式会社 福山市 平成30年9月15日

フジ機械　株式会社 福山市 平成28年8月17日

株式会社　フジイ 福山市 令和1年6月20日

有限会社　藤井組土建 福山市 平成30年10月22日

株式会社　フジタ商事 福山市 令和2年3月31日

有限会社　富士トランスポート 福山市 平成29年7月14日

フジホーム　株式会社 福山市 令和4年12月1日

フジミレニアム　有限会社 福山市 令和3年3月5日

株式会社　扶桑商会 福山市 令和3年1月4日

双葉空調　株式会社 福山市 令和3年6月18日

双葉電機　株式会社 福山市 令和4年12月2日

株式会社　ププレひまわり 福山市 令和4年8月16日

フューチャープラス　株式会社 福山市 令和4年4月7日



事業所名 地域 宣言日

株式会社　プラスコーポレーション 福山市 令和4年6月23日

有限会社　プラン・ドゥ 福山市 令和2年8月31日

有限会社　フリースコール 福山市 令和3年8月31日

有限会社　ΒｌｏｏｍＦｌｏｗｅｒｓ． 福山市 令和4年2月25日

株式会社　ベッセル 福山市 令和3年11月18日

豊栄電業　株式会社 福山市 令和1年12月20日

宝和運輸　株式会社 福山市 令和4年3月10日

宝和鋼業　株式会社 福山市 令和4年3月28日

宝和ホールディングス　株式会社 福山市 令和4年3月10日

ホーコス　株式会社 福山市 平成30年10月22日

ホーコス・アスリード　株式会社 福山市 令和3年3月25日

ホーコス･ステンレス工業　株式会社 福山市 令和3年3月25日

ホーコス福島　株式会社 福山市 令和3年3月25日

有限会社　ホームガーデン 福山市 令和4年10月18日

有限会社　ホーム・庭工房 福山市 平成31年2月14日

株式会社　ホーム・ラボ 福山市 令和3年2月22日

北斗電機工業　株式会社 福山市 令和4年3月10日

株式会社　保険相談室 福山市 令和4年7月22日

ほしぞら　株式会社 福山市 令和4年3月21日

ＰＯＴＣＯＯＫ　合同会社 福山市 令和4年3月16日

有限会社　堀本精工 福山市 令和2年10月19日

有限会社　ホワイトスイス 福山市 令和4年9月5日

本庄管工事　有限会社 福山市 令和1年6月6日

株式会社　本多 福山市 令和3年10月12日

株式会社　Ｍａｒｓ 福山市 令和2年12月2日

株式会社　前田組 福山市 平成28年8月31日

株式会社　マサキ工務店 福山市 令和4年6月16日

雅屋冷送　有限会社 福山市 令和3年2月8日

株式会社　マスタービルド 福山市 令和3年3月16日

マチモト　株式会社 福山市 令和4年1月31日

株式会社　松井 福山市 令和4年9月3日

株式会社　マツオカコーポレーション 福山市 令和3年12月2日

松川ミシン工業　株式会社 福山市 令和4年1月27日

有限会社　松島制御 福山市 令和4年6月17日

株式会社　マツバ 福山市 令和3年11月4日

有限会社　松本商店 福山市 令和4年10月20日

マナック　株式会社 福山市 平成30年10月17日

有限会社　丸一機料商会 福山市 令和4年5月18日

有限会社　マルエス紙工 福山市 令和4年5月2日

丸加海陸運輸　株式会社 福山市 平成29年1月21日

有限会社　丸加製作所 福山市 令和3年6月9日

丸加ホールディングス　株式会社 福山市 令和3年6月9日

マルケー食品　株式会社 福山市 令和1年6月10日

丸玉帽子株式会社 福山市 令和2年9月7日

株式会社　まるちょう 福山市 令和4年12月23日

マルフク　株式会社 福山市 平成29年7月25日

マルフジフォーム工業　有限会社 福山市 令和3年8月31日



事業所名 地域 宣言日

まるやまホームクリニック　丸山典良 福山市 令和3年2月8日

マルヨシ急便　有限会社 福山市 令和3年11月22日

有限会社　マルヨシ商運 福山市 令和3年10月4日

福山市 令和4年8月26日

株式会社　御池鐵工所 福山市 令和3年1月20日

株式会社　三河屋 福山市 令和4年7月15日

株式会社　三木工作 福山市 令和3年4月19日

三島産業　株式会社 福山市 平成31年2月14日

三谷建設　株式会社 福山市 平成30年2月13日

株式会社　道下工務店 福山市 令和4年9月14日

（株）　ミツボシコーポレーション 福山市 平成30年3月2日

三矢総合アクセス　有限会社 福山市 平成28年7月21日

株式会社みのりの杜　放課後等デイサービスみのりの杜 福山市 令和4年1月28日

株式会社　三原三共アメニテイ 福山市 令和3年2月12日

株式会社　三宅臣 福山市 平成28年9月30日

株式会社 みやこ 福山市 令和4年2月4日

株式会社　ミヤジ福山支店 福山市 平成31年2月21日

有限会社　雅開発 福山市 令和2年3月16日

株式会社　未来建築 福山市 令和4年6月29日

未来コンサルタント　株式会社 福山市 令和4年10月12日

有限会社　村上モータース 福山市 令和4年12月1日

株式会社　明成工業 福山市 平成29年7月31日

株式会社　明電 福山市 平成30年12月13日

株式会社　明乳松浦 福山市 令和3年7月19日

株式会社　明和工作所 福山市 平成28年9月28日

有限会社　メタルテック 福山市 令和4年4月13日

株式会社　メディアテック　一心 福山市 平成29年1月12日

株式会社　メディシン 福山市 令和4年6月23日

メンテナンスサービス　株式会社 福山市 令和3年11月16日

有限会社　森のアトリエ 福山市 令和4年7月22日

門田石油　株式会社 福山市 令和1年7月4日

門田商事　株式会社 福山市 令和4年2月15日

八木鈑金塗装　株式会社 福山市 令和4年6月29日

株式会社　八杉商店 福山市 令和1年8月23日

やのや　株式会社 福山市 令和3年3月15日

有限会社　山口運送 福山市 令和4年3月14日

株式会社　ヤマザキ技販 福山市 平成29年6月12日

有限会社　山崎モータース 福山市 令和4年11月22日

山崎建設　株式会社 福山市 平成29年5月31日

大和電気工事　株式会社 福山市 令和3年3月10日

山野運送　株式会社 福山市 令和3年10月14日

有限会社　山本興業 福山市 令和1年6月27日

山本工業　株式会社 福山市 令和3年2月24日

有限会社　山本鉄工所 福山市 令和1年8月7日

山本電機　株式会社 福山市 令和1年6月6日

株式会社　ヤマワ 福山市 令和4年4月5日

有限会社　ユー･アンド･ミー 福山市 平成28年10月26日



事業所名 地域 宣言日

ユーアイコーポレーション　株式会社 福山市 平成31年4月4日

株式会社　結城 福山市 令和4年8月26日

ユーセイ建設　株式会社 福山市 平成30年11月30日

有限会社　有美 福山市 令和4年6月29日

株式会社　ユキ建設 福山市 令和3年2月12日

有限会社　ユニオントランスポート 福山市 平成29年12月29日

株式会社　ＵＮＩＴ 福山市 令和4年2月4日

ユニテック工業　株式会社 福山市 平成29年9月8日

有限会社　夢輝 福山市 令和4年11月18日

株式会社　ヨコセロ 福山市 令和1年6月6日

株式会社　ヨシケイ福山 福山市 令和2年2月21日

株式会社　ライフナビ・アイ 福山市 令和2年11月17日

ラックス建設　株式会社 福山市 平成28年7月20日

ラックス不動産　株式会社 福山市 令和3年3月19日

株式会社　ＲＥ　ВＡＳΕ 福山市 令和4年8月8日

株式会社　リーヴル 福山市 令和4年11月18日

リッツ　株式会社 福山市 令和3年10月18日

有限会社　リフトアップ 福山市 令和4年7月5日

株式会社　リブネット 福山市 平成31年3月15日

菱備建工　株式会社 福山市 令和3年2月22日

リライフガード　株式会社 福山市 令和4年1月27日

リリーフ　株式会社 福山市 令和3年2月12日

リンクス　株式会社 福山市 平成28年8月17日

株式会社　Ｒｏｏｔｓ 福山市 令和3年3月19日

株式会社　レーベン 福山市 令和4年1月27日

有限会社　渡壁組 福山市 平成29年5月29日

株式会社　渡辺 福山市 令和4年7月15日

株式会社　渡辺保険事務所 福山市 平成31年4月29日

株式会社　ОＮЕ 福山市 令和3年2月21日

株式会社　ｏｎｅ’ｓ－ｏｎｅ 福山市 令和3年10月8日

旭・スチール工業　株式会社 府中市 令和3年7月20日

株式会社　Ａｓａｈｉｃｈｏ 府中市 令和3年7月2日

有限会社　アジ工業 府中市 令和1年6月3日

府中市 令和4年2月17日

アシナトランジット　株式会社 府中市 平成29年11月22日

綾目精機　株式会社 府中市 令和1年9月20日

粟根建設　株式会社 府中市 令和1年9月3日

有限会社　石原工業所 府中市 令和4年2月8日

石原工作　株式会社 府中市 令和2年3月16日

イノチオ精興園　株式会社 府中市 令和2年8月27日

株式会社　内海機械 府中市 令和4年5月16日

ＥＫＩ　株式会社 府中市 令和4年10月26日

有限会社　エグゼ 府中市 令和4年2月16日

株式会社　オガワエコノス 府中市 平成28年7月27日

有限会社　小原運送 府中市 令和1年6月20日

株式会社　カーサービスミゾウエ 府中市 令和1年7月1日

カケエ・コーポレーション　有限会社 府中市 令和3年4月12日



事業所名 地域 宣言日

有限会社　カミダ 府中市 令和4年11月18日

北川精機　株式会社 府中市 令和4年3月31日

株式会社　北川鉄工所 府中市 平成29年11月6日

株式会社　北川保険センター 府中市 令和2年3月10日

来山自動車　株式会社 府中市 令和1年6月3日

有限会社　桑田製作所 府中市 令和4年4月6日

株式会社　ケアサポート 府中市 令和1年6月7日

合同会社　ケケ 府中市 令和3年9月30日

有限会社　コトブキ印刷 府中市 令和3年10月7日

山栄建設　株式会社 府中市 令和4年5月19日

三協運輸　株式会社 府中市 平成31年2月20日

有限会社　ジイエム 府中市 令和1年7月1日

社会福祉法人　翁仁会 府中市 令和3年7月24日

社会福祉法人　敬羨会 府中市 平成29年6月15日

社会福祉法人　すばる 府中市 令和4年1月12日

株式会社　尚和包装工業 府中市 令和4年4月7日

清和電設　有限会社 府中市 令和2年7月10日

相互工芸　株式会社 府中市 令和2年4月9日

大一車輌興業株式会社 府中市 令和4年11月1日

有限会社　ダイキチ 府中市 令和4年4月1日

高月ナマコン　株式会社 府中市 令和2年7月22日

高橋工芸　株式会社 府中市 令和1年9月5日

株式会社　武山林業 府中市 令和3年10月18日

株式会社　タテイシ　広美社 府中市 平成29年1月11日

中国アセアン交流協同組合 府中市 令和4年3月11日

中国タクシ―　株式会社 府中市 令和3年11月25日

株式会社　ツシマエレクトリツク 府中市 令和4年11月15日

株式会社　Ｔｅｃｈｎｏ　Ｃｒｏｓｓ 府中市 令和4年4月4日

土井木工　株式会社 府中市 平成31年2月14日

府中市 令和4年1月31日

豊田産業　株式会社 府中市 令和3年2月18日

なゆた工務店　株式会社 府中市 令和4年1月28日

野原工業　株式会社 府中市 令和4年7月15日

株式会社　パンジー 府中市 令和4年2月3日

有限会社　広島県府中自動車学校 府中市 令和1年9月5日

ヒロボ―　株式会社 府中市 平成29年6月9日

備後スズキ販売　株式会社 府中市 令和4年9月1日

株式会社　福山パトロール 府中市 平成31年2月8日

株式会社　富士化粧合板 府中市 令和4年3月14日

府中商工会議所 府中市 令和1年6月28日

有限会社　府中電機工業所 府中市 平成29年2月3日

府中高速運輸　株式会社 府中市 平成28年9月5日

株式会社　ＦｕｃｈｕＴＣ 府中市 令和3年6月14日

府中米穀企業組合 府中市 令和4年1月28日

株式会社　マザーアンドチルドレン 府中市 平成30年6月12日

株式会社　モノミラ 府中市 令和4年8月8日

有限会社　山崎モータース 府中市 令和4年3月15日



事業所名 地域 宣言日

横山建設工業株式会社 府中市 令和4年2月18日

菱和自動車　株式会社 府中市 令和4年11月1日

リョービ　株式会社 府中市 平成30年8月29日

リョービＭＨＩグラフィックテクノロジー株式会社 府中市 令和1年8月29日

有限会社　ワタセモールド 府中市 平成28年12月6日

渡部鐵工　有限会社 府中市 令和1年6月24日

株式会社　ＡＲＴＩＳＡＮ 三次市 令和4年2月15日

有限会社　あいゆうプラニング 三次市 令和4年9月20日

株式会社　天野商店 三次市 令和4年3月8日

一般社団法人　結 三次市 令和3年2月19日

一般社団法人　地域包括支援センターみよし 三次市 令和1年8月2日

今田電機工業　株式会社 三次市 令和1年6月10日

イワサキ工事　有限会社 三次市 令和1年6月10日

有限会社　インテリアマツヤマ 三次市 令和4年9月7日

有限会社　江草商店 三次市 令和1年7月30日

株式会社　エス・エフ・ケイ　ハーモニー 三次市 令和1年9月9日

有限会社　大杉組 三次市 平成28年12月21日

大津建設　株式会社 三次市 平成28年7月22日

有限会社　オフィス　サンリバー 三次市 令和2年2月28日

株式会社　加藤組 三次市 平成31年2月19日

株式会社　カネス 三次市 令和1年9月9日

有限会社　川地クラウド 三次市 平成31年2月8日

有限会社　川西急送 三次市 令和4年5月25日

株式会社　ＧＡＮＢＯフードサービス 三次市 令和2年7月17日

有限会社　吉舎ヨコハマタイヤサービスセンタ― 三次市 令和4年9月16日

有限会社　君田交通 三次市 令和3年4月21日

株式会社　協和電工 三次市 令和1年6月10日

清住工務店　有限会社 三次市 令和1年6月10日

株式会社　暮らしサポートみよし 三次市 平成28年12月2日

株式会社　グリーンランド三次 三次市 令和3年2月24日

株式会社　クリフ 三次市 令和2年6月17日

光栄電工　株式会社 三次市 令和1年7月25日

合同会社　Ｆｕｎ　Ｃｒｅａｔｅ 三次市 令和4年3月24日

有限会社　甲奴砕石 三次市 令和3年11月8日

株式会社　コジマ 三次市 令和4年1月28日

株式会社　小林総合新聞店 三次市 令和4年1月28日

こんどう化粧品　有限会社 三次市 令和1年6月24日

株式会社　佐々部材木店 三次市 平成29年3月14日

有限会社　三英電工 三次市 令和4年4月28日

株式会社　サングリーン 三次市 令和4年5月19日

有限会社　サンスイ開発 三次市 令和4年2月4日

有限会社　三友住建 三次市 令和1年6月10日

サンヨー工業　株式会社 三次市 平成31年3月15日

株式会社　ジェイオービー 三次市 令和1年6月13日

株式会社　志社建材 三次市 令和4年2月15日

品川鋼材　株式会社 三次市 令和1年6月14日

有限会社　島田塗装 三次市 令和4年7月14日



事業所名 地域 宣言日

社会福祉法人　育芽会 三次市 令和3年3月16日

社会福祉法人　くるみ会 三次市 令和1年6月24日

社会福祉法人　慈照会 三次市 平成29年9月26日

社会福祉法人　章仁会 三次市 平成31年2月7日

社会福祉法人　水明会 三次市 平成30年7月30日

社会福祉法人　備北福祉会 三次市 令和1年9月20日

社会福祉法人　美和会 三次市 平成29年1月5日

社会福祉法人　優輝福祉会 三次市 令和4年9月28日

十番交通　有限会社 三次市 平成31年2月18日

株式会社　ジュエルグランスエムネ 三次市 令和4年3月11日

株式会社　ショーダ 三次市 令和4年2月4日

株式会社　新川時計店 三次市 令和1年7月25日

新和建機産業　株式会社 三次市 令和4年2月25日

有限会社　菅野産業 三次市 令和4年10月19日

全農広島鶏卵　株式会社 三次市 平成31年3月15日

株式会社　創三工業 三次市 令和4年9月8日

大栄重機　株式会社 三次市 令和4年2月2日

株式会社　太惣 三次市 令和4年2月17日

有限会社　タイヤショップモリシタ 三次市 令和4年3月2日

有限会社　高本建設 三次市 令和3年11月11日

田村ガラス　株式会社 三次市 令和1年6月10日

株式会社　チアフル 三次市 令和4年6月13日

中国レミテック　株式会社 三次市 平成30年8月9日

株式会社　ディア・レスト三次 三次市 平成31年2月6日

株式会社　ＴＰユニバーサル 三次市 令和4年5月24日

株式会社　東洋広告 三次市 令和1年6月10日

三次市 令和1年8月19日

内藤電機　株式会社 三次市 令和3年11月26日

有限会社　なかた自動車 三次市 令和4年3月24日

株式会社　永谷鉄工 三次市 令和4年7月15日

有限会社　ニシダ 三次市 令和1年6月10日

農事組合法人　三良坂ピオーネ生産組合 三次市 平成31年2月15日

株式会社　ノダ道路 三次市 令和1年8月22日

株式会社　バイクハウス　てらそ 三次市 令和4年9月26日

有限会社　はなわ 三次市 令和1年6月24日

株式会社　ビーエルテック 三次市 令和1年6月10日

株式会社　Ｐ．Ｄ．ｃｒｅａｔｉｏｎｓ 三次市 令和4年3月4日

有限会社　備北清掃社 三次市 令和1年6月10日

株式会社　広島三次ワイナリ― 三次市 平成28年9月29日

株式会社　福原酒店 三次市 令和4年2月16日

株式会社　布野特産センター 三次市 平成28年9月29日

増谷建材　株式会社 三次市 令和1年6月10日

株式会社　松岡工務店 三次市 令和3年3月8日

株式会社　丸石商事 三次市 令和3年4月12日

まるよし交通　株式会社 三次市 令和4年2月24日

ミサワ環境技術　株式会社 三次市 令和3年3月9日

株式会社　三輪モ―タ―ス 三次市 令和1年6月13日



事業所名 地域 宣言日

三次貨物運送　有限会社 三次市 平成28年12月24日

株式会社　三次クミアイ燃料 三次市 令和4年5月30日

株式会社　三次ケーブルビジヨン 三次市 令和3年4月21日

三次商工会議所 三次市 令和1年6月10日

三次スズキ自動車　株式会社 三次市 令和2年3月19日

三次地方森林組合 三次市 平成31年1月30日

三次電工　株式会社 三次市 平成29年1月12日

三次トーヨー住器　株式会社 三次市 令和1年9月9日

有限会社　三次ベルト販売サービス 三次市 令和1年7月30日

有限会社　三次防災 三次市 令和4年4月27日

株式会社　武蔵 三次市 令和4年7月19日

有限会社　ヤマダ 三次市 令和1年6月10日

有限会社　吉岡楽器店 三次市 令和4年5月31日

株式会社　ＬＩＳプランニング 三次市 令和4年10月4日

有限会社　ルーフルーフ 三次市 令和1年6月10日

株式会社　玲和工業 三次市 令和3年1月27日

有限会社　アイグローバル 庄原市 平成30年3月6日

株式会社　アグリヒバゴン 庄原市 令和4年1月31日

有限会社　石田タクシー 庄原市 令和4年2月17日

医療法人　社団　増原会　東城病院 庄原市 平成31年2月8日

医療法人　社団千手会　瀬尾医院 庄原市 令和4年2月28日

医療法人　ながえ会 庄原市 令和2年7月8日

上田ボデー工業所　有限会社 庄原市 令和1年6月10日

ＮＳウエスト　株式会社 庄原市 令和3年9月28日

株式会社　大歳組 庄原市 平成28年9月28日

株式会社　角栄組 庄原市 令和4年3月9日

協同組合　庄原ショッピングセンター 庄原市 平成28年12月17日

有限会社　協和製作所 庄原市 令和3年9月29日

株式会社　グリーンウインズさとやま 庄原市 平成31年3月16日

有限会社　グリーンファーム 庄原市 令和3年4月28日

株式会社　敬ちゃん時計店 庄原市 令和3年2月22日

合同会社　トータルプラミング 庄原市 令和4年8月8日

小林建設　株式会社 庄原市 令和2年11月6日

西城運輸砕石　株式会社 庄原市 令和3年2月6日

有限会社　西城林産 庄原市 令和4年1月28日

有限会社　三誠金属工作所 庄原市 令和1年6月11日

株式会社　敷信村農吉 庄原市 令和1年8月26日

社会福祉法人　西城福祉会 庄原市 平成31年2月8日

社会福祉法人　翠庄会 庄原市 平成31年2月8日

社会福祉法人　東城有栖会 庄原市 平成30年11月24日

社会福祉法人　庄原市社会福祉協議会 庄原市 令和1年9月10日

有限会社　庄栄産業 庄原市 令和3年4月19日

庄原市北自治振興区 庄原市 令和4年1月27日

庄原市総合サービス　株式会社 庄原市 平成28年7月20日

庄原商工会議所 庄原市 令和3年4月14日

庄原通運　株式会社 庄原市 令和1年8月23日

株式会社　スイセイ設備 庄原市 平成28年7月20日



事業所名 地域 宣言日

株式会社　帝釈峡遊覧船 庄原市 令和3年2月26日

竹光産業　有限会社 庄原市 令和4年10月31日

有限会社　田畠建設 庄原市 平成29年5月23日

株式会社　チューゲイ 庄原市 令和1年8月6日

株式会社　中国種苗 庄原市 令和1年6月3日

有限会社　道後タクシ― 庄原市 令和4年3月23日

東城運輸　株式会社 庄原市 令和4年7月15日

東城自治振興区 庄原市 令和3年2月8日

東城町森林組合 庄原市 令和1年12月7日

東洋フアインケミカル　株式会社 庄原市 平成28年7月21日

長岡自動車工業　有限会社 庄原市 令和4年9月26日

長岡商事　株式会社 庄原市 平成29年5月29日

有限会社　中田建設 庄原市 令和4年9月13日

七塚石油販売　株式会社 庄原市 令和4年3月8日

株式会社　西田商店 庄原市 平成28年11月25日

日本アルファー工業　株式会社 庄原市 令和4年4月14日

備北交通　株式会社 庄原市 平成28年9月29日

株式会社　ＦＯＲΕＳＴ　ＷＯＲＫΕＲ 庄原市 令和1年6月6日

福軸商工　株式会社 庄原市 令和3年3月16日

福豊精工　株式会社 庄原市 令和3年6月15日

有限会社　フルカワ 庄原市 令和1年8月23日

有限会社　まつしまストアー 庄原市 令和4年10月28日

有限会社　マツムラ住設工社 庄原市 令和4年9月2日

有限会社　ミセス便利屋 庄原市 令和4年6月8日

株式会社　宮田木材 庄原市 令和4年3月14日

三和工業　有限会社 庄原市 令和3年3月3日

ヤマモトロックマシン株式会社　東城工場 庄原市 平成30年12月20日

株式会社　ＹＳテック 庄原市 令和1年6月10日

一般社団法人　世羅町観光協会 世羅郡 令和4年2月2日

株式会社　エムアンドエム 世羅郡 令和3年9月22日

黒川自治会　中島強 世羅郡 令和4年2月10日

有限会社　こめ奉行 世羅郡 令和3年11月26日

三共生活協同組合 世羅郡 平成29年2月22日

社会福祉法人　甲山会　特別養護老人ホ―ム　高竜園 世羅郡 令和4年5月23日

株式会社　信義 世羅郡 令和4年1月27日

株式会社　シンセラ 世羅郡 令和4年7月15日

新宅電業　有限会社 世羅郡 令和4年1月28日

有限会社　世羅きのこ園 世羅郡 令和3年10月6日

世羅郡森林組合 世羅郡 令和3年6月17日

世羅郡 令和4年1月31日

有限会社　高山工業 世羅郡 令和4年2月3日

有限会社　津口ファ―ム 世羅郡 平成31年2月28日

農事組合法人　世羅幸水農園 世羅郡 平成31年2月27日

農事組合法人　世羅大豊農園 世羅郡 平成30年2月27日

農事組合法人　広島県東部養豚組合 世羅郡 令和3年10月29日

株式会社　はしだ 世羅郡 平成29年5月22日

株式会社　百谷建設 世羅郡 令和4年8月8日



事業所名 地域 宣言日

備後観光開発　株式会社 世羅郡 平成28年12月19日

株式会社　恵 世羅郡 令和4年5月30日

有限会社　コーシンオート望 神石郡 平成30年12月25日

児玉建設　株式会社 神石郡 平成30年2月13日

有限会社　さんわ一八二ｽﾃｰｼﾖﾝ 神石郡 令和4年2月4日

有限会社　伸宏建設 神石郡 令和4年1月31日

神石生コンクリート協同組合 神石郡 令和4年5月24日

神石郡　森林組合 神石郡 令和4年5月31日

有限会社　神石モ―タ―ス 神石郡 令和1年5月7日

株式会社　神陽工作所 神石郡 平成29年5月25日

有限会社　チヂキノ工業 神石郡 令和3年6月28日

有限会社　美田工務店 神石郡 平成30年2月8日

山本自動車工業　株式会社 神石郡 令和3年8月20日


