
番号
市内

事業者名 所在地 職名 代表者 電話番号

ｱ7000
○

アーク株式会社 呉市吉浦宮花町７番５号 代表取締役 古谷　和生 31-1155

ｱ9000 Ｅａｒｔｈ　Ａｒｔ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ株式会社 広島市中区十日市町２丁目２番３４号 代表取締役 小坂　浩 (082)233-5330

ｱ9001 株式会社アース開発 広島市安佐北区亀山５丁目３８番３号 代表取締役 島谷　経夫 (082)815-5580

ｱ7001
○

株式会社アース開発コンサルタント 呉市郷原町７１４０番地の１ 代表取締役 飯川　松義 70-3555

ｱ9724 アースサポート株式会社 東京都渋谷区本町１丁目４番１４号 代表取締役 森山　典明 (06)6977-4000

ｱ9002 株式会社ＲＫＫＣＳ 熊本市中央区九品寺１丁目５番１１号 代表取締役 金子　篤 (096)312-5140

ｱ9003 株式会社アイヴィジット 東京都渋谷区代々木２丁目２番１号 代表取締役 横田　祐平 (03)3377-3800

ｱ8000
○

ＩＨＩ運搬機械株式会社　パーキングシ
ステム事業部　呉サービスセンター 呉市築地町２番６０号 所長 出水　猛史 32-4291

ｱ9004
株式会社ＩＨＩ回転機械エンジニアリン
グ　広島事業所 広島市中区西十日市町９番９号 所長 菅坡　純 (082)295-8041

ｱ9005 株式会社ＩＨＩ原動機　大阪支店 大阪市中央区淡路町３丁目３番１０号 支店長 小柳　雅義 (06)6221-0723

ｱ9006 株式会社ＩＨＩジェットサービス 東京都昭島市拝島町３９７５番地１８ 代表取締役社長 須貝　俊二 (042)500-8260

ｱ8001
○

株式会社ＩＨＩ汎用ボイラ　西日本支店 呉市昭和町２番１号 支店長 冨永　眞吾 26-2920

ｱ8002
○

相生エンジニアリング株式会社　呉事
務所 呉市広長浜３丁目２番２３号 所長 石田　秀文 73-6736

ｱ7002
○

有限会社アイカギサービス 呉市西鹿田１丁目３番２５号 代表取締役 中下　和宏 23-1110

ｱ7003
○

アイケー美創有限会社 呉市広古新開１丁目１０番１９号 代表取締役
井ノ上　恵一
郎 71-0846

ｱ9007 アイシンゴールド株式会社
岡山県都窪郡早島町早島２７０４番地
の９ 代表取締役社長 高木　昌彦 (086)482-2666

ｱ8003
○

株式会社あい設計　呉支社 呉市中央２丁目５番２号 支社長 岸田　有司 (082)506-0403

ｱ9008 愛知時計電機株式会社　広島営業所 広島市西区中広町２丁目１３番２５号 所長 黒柳　恭成 (082)292-8289

ｱ9009
株式会社アイ・ディー・エー　大阪事業
部

大阪市中央区島之内１丁目１７番１２
号 事業部長 小林　信勝 (06)6563-7544

ｱ9010 株式会社アイ・ティー・シー　広島支店 広島市西区中広町３丁目３番１８号 広島支店長 小河　雅彦 (082)942-0942

ｱ9011 株式会社アイティフォー 東京都千代田区一番町２１番地 代表取締役 佐藤　恒徳 (03)5275-7839

ｱ9012 アイテック株式会社　広島支店 広島市中区大手町３丁目５番１２号 支店長 東元　一夫 (082)563-7005

ｱ9013 アイテレコムサービス株式会社 広島市西区己斐本町３丁目１１番６号 代表取締役 増西　伸治 (082)273-7171

ｱ7004
○

株式会社アイ電設 呉市焼山西１丁目１番３１号 代表取締役 森　省司 34-0415

ｱ9797 株式会社アイドゥコーポレート
広島市中区十日市町２丁目４番２９－
２０１号 代表取締役 平岡　智恵美 (082)962-8838

ｱ9014 株式会社アイネス　中国支社 広島市東区若草町９番７号 中国支社長 大塚　幸弘 (082)261-5301

ｱ7005
○

株式会社アイ街づくり 呉市清水１丁目１０番５５号 代表取締役 橋本　英彰 32-5565

ｱ9015 アイリスオーヤマ株式会社 仙台市青葉区五橋２丁目１２番１号 代表取締役 大山　晃弘 (082)250-5154

ｱ9798 アイリスチトセ株式会社　広島営業所 広島市南区比治山本町１６番３５号 所長 北村　大和 (082)250-5111

ｱ7006
○

株式会社アイワ 呉市郷原町６０６番地５ 代表取締役 木原　福之 77-1506

ｱ7007
○

株式会社アウル 呉市下蒲刈町下島２３５８番地１ 代表取締役 渡邉　文明 70-8010

ｱ9016 株式会社アウルズ
北九州市小倉北区米町１丁目３番１０
号 代表取締役 木下　彰子 (093)522-1699

ｱ7008
○

アオイ産業有限会社 呉市広長浜１丁目１１番５３号 代表取締役 福本　光幸 72-6842

ｱ7009
○

青木印刷株式会社 呉市安浦町内海北２丁目１番６号 代表取締役 青木　一夫 84-2104

ｱ7325
○

有限会社青木自動車整備工場 呉市中央６丁目１２番５号 代表取締役 山口　貴幸 21-1378

令和3～令和6年度　入札参加等有資格業者名簿（５０音順）
令和４年１月１日現在



番号
市内

事業者名 所在地 職名 代表者 電話番号

令和3～令和6年度　入札参加等有資格業者名簿（５０音順）
令和４年１月１日現在

ｱ9017 株式会社赤尾　大阪営業部 大阪市西区新町４丁目１３番１号
取締役大阪営業
部長 泉尾　繁春 (06)6532-4131

ｱ7010
○

阿賀電設株式会社 呉市阿賀南２丁目９番２８号 代表取締役 渡邊　光 71-8970

ｱ8101
○

赤防株式会社　呉営業所 呉市広石内３丁目１５番２５号 所長 安達　信二 (082)436-6662

ｱ9018 有限会社アガリシステムサービス 広島市東区牛田新町４丁目８番１３号 代表取締役 上里　祐次郎 (082)220-3727

ｱ9019 有限会社安芸アローサービス 安芸郡熊野町萩原２丁目１３番１８号 代表取締役 野崎　邦弘 (082)855-2655

ｱ8004
○

株式会社安芸建設コンサルタント　呉
営業所 呉市中央２丁目５番２８号 所長 入江　一行 32-7970

ｱ7011
○

秋本工務店 呉市安浦町中央北１丁目７番２７号 秋本　光一 (090)8065-5563

ｱ9020 株式会社アクア 広島市西区南観音４丁目４番１４号 代表取締役 織田　正義 (082)297-3650

ｱ9725 株式会社アクアスマート
広島市安佐南区大塚西６丁目５番１０
号 代表取締役 中村　美保子 (082)849-5095

ｱ9021 株式会社アクアテック　関西営業所
兵庫県西宮市南昭和町７－２８－１０
３ 所長 竹本　孝 (0798)67-5752

ｱ8005
○

株式会社アクセス　呉営業所 呉市東惣付町１４番３号 課長 岡田　丈二 27-6677

ｱ9022 浅野アタカ株式会社　広島支店 広島市西区西観音町９番７号 支店長 近藤　誠 (082)532-8100

ｱ7012
○

朝日交通株式会社 呉市朝日町５番１０号 代表取締役 面迫　孝文 24-4748

ｱ9023 朝日航洋株式会社　山口支店 山口市小郡黄金町１１番３１ 支店長 井上　大作 (083)976-0007

ｱ9024 旭産業株式会社 埼玉県蓮田市大字根金６６７番地 代表取締役 有本　繁由 (048)766-4711

ｱ7326
○

有限会社旭商会 呉市本通６丁目５番２７号 代表取締役 津村　春江 23-4646

ｱ7013
○

朝日食品容器株式会社 呉市築地町４番２９号 代表取締役 朝日　光弘 25-4141

ｱ9025
株式会社アサヒテクノリサーチ　広島
営業所

広島市西区草津新町１丁目２１番３５
号 所長 神崎　洋介 (082)278-8822

ｱ7014
○

旭電機商事株式会社 呉市焼山此原町２０番１－１号 代表取締役 市川　二朗 33-1888

ｱ9026
アサヒプリテック株式会社　広島営業
所 広島市安佐南区伴西３丁目２番４号 営業所長 寺尾　達也 (082)811-8690

ｱ9027 アジア航測株式会社　広島支店 広島市東区上大須賀町１番１６号 支店長 服部　邦彦 (082)568-8211

ｱ9799 株式会社明日葉 東京都港区芝４丁目１３番３号 代表取締役 大隈　太嘉志 (03)3452-3350

ｱ7015
○

有限会社アシュフィールド 呉市音戸町波多見１丁目１１番５号 代表取締役 灰田　和宏 51-3664

ｱ9028 株式会社アスコン 福山市港町１丁目１５番２７号 代表取締役社長 中原　貴裕 (084)920-0111

ｱ7387
○

株式会社あすなろ旅倶楽部 呉市中通２丁目１番２３号 代表取締役 森内　秀子 32-5100

ｱ9029
アズビル株式会社　ビルシステムカン
パニー中四国支店 広島市東区光町１丁目１０番１９号 支店長 岡本　和博 (082)554-0700

ｱ9030 アズビル金門株式会社　中四国支店 広島市東区光町１丁目１０番１９号 支店長 柿木　敏文 (082)263-1971

ｱ9031 アセス株式会社　広島支店 広島市中区大手町２丁目２番９号 支店長 田村　汎史 (082)236-6737

ｱ9032
株式会社麻生　病院コンサルティング
事業部 福岡県飯塚市芳雄町７番１８号 部長 内田　大蔵 (092)833-7754

ｱ9033
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター
広島支店 広島市中区立町２番２３号 支店長 江口　友二 (082)248-2100

ｱ7016
○

株式会社アット電工 呉市本町６番８号 代表取締役 菊田　和昭 32-3855

ｱ9034 株式会社アドプレックス 広島市中区舟入南１丁目１番１８号 取締役社長 隅川　通治 (082)232-6628

ｱ8006
○

株式会社アトムワークス　ワークショッ
プアトム広店 呉市広白石２丁目１２番３８号 店長 吉本　申枝 74-7806

ｱ9035 アトラス情報サービス株式会社 大阪市中央区北浜３丁目１番６号 代表取締役 八瀬　誠 (06)6231-0771

ｱ7017
○

アトリエ走禽窟 呉市広横路３丁目２番６号 島谷　勝己 75-2311



番号
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令和3～令和6年度　入札参加等有資格業者名簿（５０音順）
令和４年１月１日現在

ｱ9036 アナナス紀元株式会社
広島市安佐北区深川２丁目４９番２３
号 代表取締役 田川　幸雄 (082)842-5091

ｱ9037 有限会社アピア 福山市春日町７丁目２番３３号 代表取締役 髙山　靖弘 (084)943-2455

ｱ9038 アビームコンサルティング株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目４番１
号 代表取締役社長 鴨居　達哉 (03)6700-8022

ｱ9039
アプライド株式会社　ＳＩ事業部　広島
営業所 広島市西区楠木町１丁目１０番１号 課長 佐藤　寿洋 (082)235-3536

ｱ9040 株式会社アフロフェアーインターネット 広島市南区比治山町２番４号 代表取締役 佐藤　洋 (082)568-1563

ｱ9842 株式会社アメニティ
東京都千代田区神田駿河台２丁目１
０番４号 代表取締役 渡辺　逸弘 (03)6427-6780

ｱ8007
○

株式会社アメニティライフ　呉営業所 呉市三条２丁目３番２０号 所長 田村　倍達 (082)282-4411

ｱ9041 アライド・ブレインズ株式会社 東京都千代田区一ツ橋２丁目６番８号 代表取締役 大野　勝利 (03)3261-7431

ｱ7018
○

荒岡建設株式会社 呉市郷原町７１９５番地 代表取締役 荒岡　健二郎 77-0016

ｱ8008
○

株式会社荒谷建設コンサルタント　呉
事務所 呉市阿賀南８丁目２３番８号 事務所長 松本　成彦 76-6040

ｱ7019
○

有限会社荒谷商会 呉市広中新開３丁目１４番１１号 代表取締役 西原　憲司 73-3077

ｱ7327
○

株式会社荒谷商会 呉市苗代町４４５番地の１ 代表取締役 和田　孝美 30-5225

ｱ7020
○

株式会社アリモト 呉市広多賀谷３丁目６番１０号 代表取締役 有本　滋 72-3351

ｱ9042 株式会社アルカディア 大阪府箕面市箕面６丁目３番１号 代表取締役 天白　成一 (050)5830-0750

ｱ9043
ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会
社 東京都大田区山王１丁目３番５号 代表取締役 尻無濱　秀治 (03)3773-2021

ｱ9044 株式会社アルティアセントラル 名古屋市中区栄１丁目２９番２９号 代表取締役 大石　宇多野 (052)229-1101

ｱ9726 株式会社あんしんサポート 福岡市城南区飯倉１丁目６番２５号 代表取締役 古賀　功一 (092)843-1881

ｱ8009
○

株式会社アンフィニ広島　呉店 呉市西中央３丁目１番３３号 店長 仲野　恵 21-9295

ｲ9727 株式会社イー・アール・ジャパン 福山市箕沖町１０６番５ 代表取締役 奥本　弘 (084)957-8530

ｲ9045
株式会社Ｅ．Ｓ　ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ　ＧＲ
ＯＵＰ 広島市中区大手町３丁目２番１９号 代表取締役 元山　一 (082)244-8328

ｲ9046 株式会社イージーエス
愛媛県新居浜市新田町３丁目１番３９
号 代表取締役 加藤　和宏 (0897)37-1098

ｲ9047 株式会社Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ　広島支店 広島市東区光町２丁目１４番１６号 取締役支店長 今井　昌之 (082)568-4404

ｲ9048 株式会社イーセル 広島市西区井口５丁目６番４号 代表取締役 堀田　剛 (082)270-0358

ｲ8010
○

株式会社イーテック２４　呉営業所 呉市広大新開２丁目２１番２１号 所長 道本　孝司 27-7667

ｲ9049 株式会社いけうち 大阪市西区阿波座１丁目１５番１５号 代表取締役 松井　精朗 (06)6538-4018

ｲ7328
○

生駒薬品 呉市川尻町東３丁目１番３６号 生駒　尚子 87-2066

ｲ8011
○

井阪産業株式会社　呉営業所 呉市広駅前２丁目１番４６号 所長 宮本　佳大 74-0785

ｲ9050 石垣メンテナンス株式会社　中国支店 広島市中区鉄砲町８番１８号 支店長 善本　健嗣 (082)227-4431

ｲ7396
○

いしだカメラ店 呉市中通４丁目５番５号 石田　洋士 21-3001

ｲ7329
○

石徳設備 呉市音戸町渡子３丁目３番１８号 代表者 石徳　正則 51-3836

ｲ7021
○

株式会社石原電工 呉市川尻町西２丁目１２番２号 代表取締役 石原　圭詞 87-2345

ｲ7022
○

有限会社石丸商会 呉市中央６丁目６番１号 代表取締役 石丸　學 22-1403

ｲ7023
○

有限会社いしもと工芸 呉市中央３丁目５番１０号 取締役 石本　俊夫 21-5816

ｲ7024
○

有限会社石山商店 呉市東中央１丁目１１番１７号 代表取締役 石山　浩昭 21-4806

ｲ8012
○

いすゞ自動車中国四国株式会社　広
島・島根支社　呉サービスセンター 呉市三条２丁目４番１４号 センター長 高間　太 22-1515
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ｲ9051
いすゞリーシングサービス株式会社
営業本部 東京都品川区南大井６丁目２２番７号 本部長 松井　浩志 (03)5764-5157

ｲ9052 株式会社ヰセキ中四国　黒瀬営業所 東広島市黒瀬町丸山１４４１ 所長 石崎　雅俊 82-2390

ｲ9053 株式会社イセトー　広島支店 広島市中区大手町３丁目７番２号 支店長 菅原　正則 (082)245-1321

ｲ9728 株式会社井谷種苗園 広島市安佐南区緑井６丁目７番８号 代表取締役 井谷　陽一 (082)877-9286

ｲ9054 イチオカ白衣市岡巧商店 府中市鵜飼町５５５番地４３ 代表者 市岡　英樹 (0847)45-3329

ｲ9055 株式会社ＩＣＨＩＫＡＷＡ 広島市中区小町３番１７号 代表取締役 市川　二朗 (082)246-3562

ｲ9056 市川甚商事株式会社
京都市下京区松原通堺町東入杉屋
町２８７番地 代表取締役 市川　誠 (075)351-0361

ｲ7388
○

株式会社一建
呉市音戸町南隠渡３丁目３番１０－８
号 代表取締役 砂川　一利 52-1727

ｲ7025
○

一真海運株式会社 呉市西川原石町３番２２号 代表取締役 片山　龍一 90-8171

ｲ9057 いであ株式会社　中国支店 広島市中区舟入町６番５号 支店長 藤井　登 (082)207-0141

ｲ9058
伊藤忠テクノソリューションズ株式会
社　中四国営業部 広島市東区若草町１２番１号 部長 玉置　亮介 (082)568-7120

ｲ7026
○

井戸設備工業株式会社 呉市広古新開８丁目３３番１５号 代表取締役 井戸　一利 74-7085

ｲ8013
○

株式会社いとや　呉店 呉市中央２丁目１番２８号 店長 丸屋　浩二 32-4147

ｲ7027
○

有限会社イノウエ興業 呉市光町１番１１号 代表取締役 沖田　美由紀 21-5927

ｲ7028
○

株式会社伊原金物店 呉市海岸１丁目３番３号 代表取締役 伊原　直昭 21-8256

ｲ9729 株式会社イビソク　広島営業所
広島市安佐北区落合１丁目２番１２－
３０３号 所長 奥田　幹成 (082)847-6110

ｲ7029
○

株式会社イマムラ呉 呉市広白岳３丁目２番１４号 代表取締役 今村　徳房 71-8821

ｲ7030
○

有限会社伊目木モータース 呉市音戸町畑１丁目３番１７号 取締役 水場　貢 54-0460

ｲ9059 伊予トーヨー株式会社 愛媛県東温市南方７５０番地５ 代表取締役 長江　教泰 (089)993-5311

ｲ9060 イワキ株式会社 広島市中区西平塚町８番２７号 代表取締役 岩城　健司 (082)243-1861

ｲ7031
○

株式会社イワミ 呉市広本町３丁目１２番１５号 代表取締役 岩見　芳信 72-6330

ｲ7032
○

株式会社岩本商店 呉市広多賀谷２丁目３番９号 代表取締役 岩本　真継 73-7671

ｲ9061 株式会社インソース　中四国支社 広島市中区八丁堀１４番４号 支社長 伊藤　尚人 (082)846-5010

ｲ9062 株式会社インターグループ 大阪市北区豊崎３丁目２０番１号 代表取締役 小谷　寿平 (06)6372-8048

ｲ9063 株式会社インターネットイニシアティブ
東京都千代田区富士見２丁目１０番２
号 代表取締役社長 勝　栄二郎 (082)543-6581

ｲ9064 株式会社インタラック西日本
北九州市小倉北区浅野２丁目１７番３
８号 代表取締役 廣瀨　将則 (093)513-7230

ｲ9065
株式会社インテック　行政システム事
業本部　西日本公共ソリューション部

大阪市中央区久太郎町１丁目６番２９
号 部長 宝田　久也 (050)1702-0476

ｲ9066 株式会社インフォ・クリエイツ 東京都千代田区紀尾井町３番１号 代表取締役 出澤　研太 (03)6265-6620

ｲ9067
株式会社インフォマティクス　大阪営
業所

大阪市浪速区難波中２丁目１０番７０
号 大阪営業所長 室谷　徹 (06)6633-0803

ｳ9068 株式会社ヴァイオス 和歌山市西庄２９５番地の９ 代表取締役 吉村　英樹 (073)452-9356

ｳ9843 株式会社ウィット
大阪府高槻市城北町１丁目１４番１７
－５０１号 代表取締役 川端　康寛 (072)668-3275

ｳ9844 ヴィレップス合同会社
大阪府松原市天美東２丁目１２９番地
の２２ 代表社員 項　帥 (072)294-6450

ｳ9069 株式会社ウインディーネットワーク 静岡県下田市東本郷１丁目１９番４号 代表取締役 杉本　憲一 (0558)36-3220

ｳ7330
○

上奥園芸土木有限会社 呉市広三芦２丁目６番３２号 取締役 上奥　志郎 71-2641

ｳ9070
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社　中・
四国支店 愛媛県松山市一番町１丁目１５番２号 支店長 久我　幸路 (089)915-8020
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ｳ7331
○

株式会社植木屋村尾 呉市広小坪１丁目４５番５号 代表取締役 村尾　順二 69-3202

ｳ9071 株式会社ウェザーニューズ 千葉市美浜区中瀬１丁目３番地 代表取締役 草開　千仁 (043)274-1387

ｳ9072 上田金属株式会社
佐賀県鳥栖市真木町字赤江１１１４番
地 代表取締役 上田　実 (0942)85-0343

ｳ7033
○

株式会社上田商会 呉市光町１０番１８号 代表取締役 上田　俊太郎 21-6291

ｳ9073 株式会社ウェルウェル
広島市西区商工センター３丁目４番２
５号 代表取締役 吉村　元亨 (082)277-7719

ｳ9730 株式会社ウェルキッズ 東京都港区東新橋１丁目５番２号 代表取締役 濱之上　一人 (048)649-1666

ｳ9074
株式会社ウォーターエージェンシー
広島営業所 広島市安芸区船越南３丁目３番３号 営業所長 泉川　義明 (082)823-1100

ｳ9075
株式会社ウォーターテック　広島営業
所 広島市東区二葉の里１丁目１番７２号 所長 木塚　一也 (082)264-0773

ｳ9076 株式会社ウォーターワークス
福岡市博多区春町１丁目６番１－３１
０号 代表取締役 築山　栄 (092)558-5711

ｳ8014
○

ウオクニ株式会社　呉営業所 呉市警固屋１丁目９番４号 所長 長田　賢次 28-5981

ｳ9800 株式会社魚国総本社 大阪市中央区道修町１丁目６番１９号 代表取締役 田所　伸浩 (086)801-0707

ｳ7034
○

有限会社宇都宮モータース 呉市広中町１２番６号 代表取締役 宇都宮　哲也 71-7311

ｳ9077
宇部興産株式会社　建設資材カンパ
ニー　資源リサイクル事業部

山口県宇部市大字小串１９７８番地の
２ 事業部長 村上　直毅 (0836)35-2813

ｳ7035
○

ウムヴェルト株式会社 呉市阿賀南８丁目１番７号 代表取締役 平賀　勝秀 76-5855

ｴ7332
○

株式会社エアーシステム 呉市押込西平町６番３０号 代表取締役 沖田　広幸 (082)333-0078

ｴ7036
○

有限会社栄晃 呉市川尻町才野谷６２４番地１ 代表取締役 榊原　隆信 87-0538

ｴ9078
株式会社エイジェック　行政総合事業
部 東京都新宿区西新宿１丁目２５番１号 統括本部長 平井　真次 (082)568-0480

ｴ8015
○

エイジトレーディング株式会社　呉営
業所 呉市苗代町字塚ヶ迫４３４－１５３ 所長 坂本　忠 30-3135

ｴ7037
○

株式会社エイシン 呉市東畑１丁目１番３５号 代表取締役 青山　康雄 21-3058

ｴ9079 株式会社ＨＥＲ　広島営業所 尾道市高須町４７７８番地１ 所長 安田　英利 (0848)38-1446

ｴ9080
株式会社ＨＹＳエンジニアリングサービ
ス　中国支店 広島市東区光町１－１０－１９ 支店長 石川　知宏 (082)262-5932

ｴ9081 株式会社エイテック　広島支店 広島市中区八丁堀５番７号 支店長 土谷　明由 (082)511-2170

ｴ7038
○

エイト金属株式会社 呉市広多賀谷３丁目５番１３号 代表取締役 田島　厳 71-0009

ｴ9801 株式会社エイビス 大分市金池町３丁目３番１１号 代表取締役 佐藤　誠樹 (097)536-0999

ｴ9082 株式会社エー・エス・エー
広島市安佐北区可部町大字綾ケ谷９
５８番地３ 代表取締役 栗尾　治州 (082)818-9198

ｴ9083 ＡＳロカス株式会社 千葉市中央区中央港１丁目２２番７号 代表取締役 谷　勝博 (043)203-5301

ｴ9802 ＡＮＡあきんど株式会社　広島支店 広島市中区基町１１番１０号 広島支店長 出口　寛 (082)511-4600

ｴ9839 エーコム株式会社 広島市中区南吉島２丁目３番５４号 代表取締役 岩本　浩 (082)246-7577

ｴ9803 株式会社ＡＣＯＲＮ徳の風プロジェクト
廿日市市永原字戸屋野山５番地の９
６ 代表取締役 前田　弘美 (0829)74-3533

ｴ9084 エースサービス株式会社 広島市南区楠那町５番１２号 代表取締役 助宮　健 (082)250-1006

ｴ9841 エクシオグループ株式会社　中国支店 広島市東区若草町８番１７号 執行役員支店長 藤巻　英司 (082)569-8640

ｴ9085 株式会社エクス
岐阜県羽島市舟橋町本町５丁目３２
番地 代表取締役 渡辺　勉 (058)227-3410

ｴ9086 エコユニット株式会社
東京都江戸川区中央１丁目１８番１２
－６０３号 代表取締役 荒川　とも子 (03)5879-2001

ｴ9087 エコラウンド株式会社 山県郡北広島町有田１５２番地 代表取締役 田原　徹 (0826)72-7666

ｴ9804
エス・イー・シー・エレベーター株式会
社　九州支社

福岡市博多区博多駅前３丁目９番８
号

専務取締役支社
長 稲森　一幸 (082)536-0070
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ｴ9088 ＳＥＴジャパン株式会社
東京都千代田区平河町２丁目６番１
号 代表取締役 角田　光彦 (045)548-8741

ｴ7039
○

株式会社ＳＡメディアラボ 呉市朝日町１４番７号 代表取締役 相川　真太郎 25-9090

ｴ7040
○

ＳＫ　ｆａｖ．
呉市安浦町中央１丁目３番３１－２０１
号 代表 瀬野　浩一 (080)3871-0359

ｴ9089 ＳＢテクノロジー株式会社 東京都新宿区新宿６丁目２７番３０号 代表取締役 阿多　親市 (03)6892-3152

ｴ9090 株式会社エスプレス大分
大分市大字下郡字向新地３７２０番地
の１ 代表取締役 椎原　邦友 (097)569-2482

ｴ9731
エナジーシステムサービスジャパン株
式会社　中国営業所

広島市安佐南区中須１丁目３１番１０
号 所長 高松　俊男 (082)879-8401

ｴ9091 株式会社エヌ・イーサポート
広島市西区己斐本町３丁目１３番１６
号 代表取締役 長田　智久 (082)272-9000

ｴ9092
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会
社　中国支店 広島市中区八丁堀１６番１１号 中国支店長 永井　貴久 (082)512-1380

ｴ9093
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会
社　営業統括本部 東京都江東区新木場１丁目１８番７号 本部長 神田　健治郎 (082)512-1375

ｴ9094
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　中国支
店 広島市中区八丁堀１６番１１号 支店長 池田　晃央 (082)502-4411

ｴ8016
○

ＮＥＣフィールディング株式会社　呉営
業所 呉市中央１丁目６番９号 呉営業所長 岸本　博 (050)3146-5250

ｴ9805 エヌエス環境株式会社　広島営業所 広島市佐伯区旭園３－３－４０３ 所長 藤本　充 (082)943-4750

ｴ9732 株式会社ＮＪＳ　広島事務所 広島市中区鶴見町２番１９号 所長 宮村　一郎 (082)577-7600

ｴ9845 ＮＴＴ－ＡＴエムタック株式会社 東京都新宿区新宿２丁目１３番１２号 代表取締役社長 深澤　友雄 (03)3350-5171

ｴ9846 ＮＴＴタウンページ株式会社 東京都港区虎ノ門３丁目８番８号 代表取締役 酒井　紀雄 (082)501-6722

ｴ9095 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社　中国支店 広島市中区立町２番２７号 支店長 山崎　一良 (082)542-7700

ｴ9096 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲３丁目３番３号 代表取締役社長 本間　洋 (050)5546-9168

ｴ9097
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービ
ス株式会社　中国支社 広島市南区比治山本町１１番２０号 支社長 楠　雅好 (082)252-3306

ｴ9098 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国 広島市南区比治山本町１１番２０号 代表取締役 上田　健 (082)252-3232

ｴ9099 株式会社ＮＴＴドコモ　中国支社 広島市中区大手町４丁目１番８号 法人営業部長 浜谷　宗明 (082)544-1695

ｴ9100
ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会
社　広島ビジネス営業部 広島市中区基町６番７７号

広島ビジネス営
業部長 寺見　靖 (082)222-7744

ｴ9102
株式会社エヌ・ティ・ティマーケティング
アクト

大阪市都島区東野田町４丁目１５番８
２号 代表取締役社長 室林　明子 (06)6948-5242

ｴ9806 ＮＤネットサービス有限会社 堺市堺区神南辺町２丁９０番地５ 代表取締役 鈴木　宏隆 (072)229-5252

ｴ9103 株式会社エネ・グリーン 広島市南区稲荷町４番１号 代表取締役 谷川　嘉孝 (082)506-1263

ｴ9104 エネサーブ株式会社 滋賀県大津市月輪２丁目１９番６号 代表取締役 井上　博司 (06)6766-4711

ｴ9105 株式会社エネット 東京都港区芝公園２丁目６番３号 代表取締役 谷口　直行 (03)5733-2233

ｴ9106
株式会社エネルギア・コミュニケーショ
ンズ 広島市中区大手町２丁目１１番１０号 取締役社長 渡部　伸夫 (050)8201-1425

ｴ9107 荏原実業株式会社　広島事務所 広島市東区東蟹屋町１５番３号 所長 鈴木　裕之 (082)263-6450

ｴ9108 株式会社荏原製作所　中国支社 広島市西区中広町３丁目２５番１号 支社長 松宮　啓二 (082)554-5011

ｴ9109
荏原冷熱システム株式会社　中国営
業所 広島市西区庚午中２丁目１４番３５号 所長 阿部　紀郎 (082)273-2054

ｴ8017
○

株式会社エバルス　営業本部　呉支
店 呉市築地町６番３号 支店長 喜種　重登 23-2211

ｴ9110 株式会社エビス 安芸郡坂町平成ヶ浜４丁目２番７８号 代表取締役 胡　定晃 (082)884-1111

ｴ7041
○

株式会社胡井油業 呉市和庄登町１２番２１号 代表取締役 胡井　湧蔵 23-6363

ｴ7333
○

胡屋商店 呉市下蒲刈町下島３２６９番地の２ 木村　律子 65-2074

ｴ9111 株式会社エフォートシステム 広島市中区舟入川口町２１番７号 代表取締役 赤羽　泰茂 (082)503-6222



番号
市内

事業者名 所在地 職名 代表者 電話番号

令和3～令和6年度　入札参加等有資格業者名簿（５０音順）
令和４年１月１日現在

ｴ9112 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 東京都港区芝浦３丁目１番２１号 管財人 富永　浩明 (03)5544-8672

ｴ9733
エフビットコミュニケーションズ株式会
社 京都市南区東九条室町２３番地 代表取締役 吉本　幸男 (075)672-4111

ｴ8018
○

株式会社エブリプラン　呉営業所 呉市音戸町有清１丁目１０番１号 所長 木原　隆 56-2501

ｴ7042
○

有限会社エム･イー 呉市山手２丁目２番１－３０４号 代表取締役 谷口　吉俊 (090)7506-0353

ｴ7043
○

株式会社エムケイ興産 呉市中通１丁目３番１６号 代表取締役 宮下　佳昌 25-6221

ｴ7334
○

エム住設 呉市押込３丁目１番１７号 代表 益村　憲男 33-5341

ｴ9113 株式会社エムセック 三原市城町１丁目１２番５号 代表取締役 小畠　勘次 (0848)63-5584

ｴ9114 株式会社エムティーアイ 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 代表取締役 前多　俊宏 (03)5333-6172

ｴ9734 株式会社エムネス 広島市南区東雲本町１丁目２番２７号 代表取締役 阿部　伸一 (082)567-5150

ｴ9807 株式会社えむぼま 愛媛県松山市余戸中４丁目５番４３号 代表取締役 森　正彦 (089)974-2297

ｴ9115 株式会社ＬＳＩメディエンス
東京都千代田区内神田１丁目１３番４
号 代表取締役 渡部　晴夫 (03)5577-0601

ｴ7044
○

株式会社ＬＤＳ 呉市広多賀谷１丁目３番４９号 代表取締役 三木　克洋 36-4813

ｴ9116
エルティーライト株式会社　関西営業
所 大阪市中央区高麗橋４丁目３番７号 所長 坂東　隆男 (06)6203-2551

ｴ7045
○

株式会社エルビエント 呉市阿賀中央３丁目３番７号 代表取締役 内土井　浩 71-2370

ｴ9847
株式会社エンタープライズシステム二
十一 広島市中区千田町２丁目７番１７号 代表取締役 岡　礼次 (082)544-7881

ｵ8094
○

王子エンジニアリング株式会社　呉事
業部 呉市広末広２丁目１番１号 事業部長 安達　智 74-8781

ｵ9117 応用地質株式会社　広島営業所 広島市佐伯区旭園３番３３号 営業所長 永矢　泰之 (082)921-1161

ｵ9118 株式会社オーイーシー 大分市東春日町１７番５７号 代表取締役社長 加藤　健 (075)213-4108

ｵ7046
○

大江商店 呉市倉橋町１１８９５番地の１ 大江　雄二 54-0320

ｵ9735 有限会社ＯＭＫ
大阪市中央区南船場１丁目１７番１１
号 代表取締役 岡崎　芳郎 (06)6265-1755

ｵ9119 株式会社オークス 東京都渋谷区代々木２丁目４番９号 代表取締役 神﨑　厚葉 (03)3320-4880

ｵ9120 大久保体器株式会社 岡山市東区鉄４０９ 代表取締役 安田　透 (086)279-0585

ｵ9121 株式会社オオケン 広島市南区松川町５番９号 代表取締役 大中　恒男 (082)263-1355

ｵ9808
大阪ガスセキュリティサービス株式会
社

大阪市淀川区十三本町３丁目６番３５
号 代表取締役社長 遠山　雅夫 (06)6306-2061

ｵ9122 公益社団法人大阪技術振興協会 大阪市西区靱本町１丁目８番４号 理事長 亀尾　恭司 (06)6444-4798

ｵ8019
○

有限会社大崎島環境衛生社　豊浜営
業所 呉市豊浜町豊島３３２２番地１ 取締役 森川　尊介 (0846)62-1236

ｵ9123
大崎データテック株式会社　福岡営業
所 福岡市中央区白金２丁目１１番９号 所長 稲田　広紀 (092)524-8361

ｵ7047
○

大下印刷有限会社 呉市広本町１丁目１０番２２号 代表取締役 大下　真人 71-8850

ｵ9124 オーシマ・スタジオ有限会社 広島市西区草津東１丁目１１番４９号 代表取締役 大島　雅紀 (082)272-0026

ｵ8020
○

大田鋼管株式会社　呉営業所 呉市中央５丁目１１番７号 所長 小田　一臣 24-1311

ｵ8021
○

大塚器械株式会社　呉営業所 呉市広中新開３丁目８番３４号 所長 波多間　勝次 74-3322

ｵ9125 株式会社大塚商会　広島支店 広島市中区中町８番１２号 支店長 奥村　和浩 (082)545-7471

ｵ9126
オート・マネージメント・サービス株式
会社 東京都港区芝３丁目２２番８号 代表取締役 上谷内　祐二 (082)511-9003

ｵ7048
○

有限会社大西電設 呉市安浦町内海南２丁目１８番１９号 代表取締役 大西　洋 84-3674

ｵ9848 オオノ開發株式会社 愛媛県松山市北梅本町甲１８４番地 代表取締役 大野　剛嗣 (089)909-7644
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ｵ7049
○

株式会社大之木ダイモ 呉市中央３丁目８番２１号 取締役社長
大之木　小兵
衛 25-6663

ｵ7050
○

株式会社太野建設 呉市神山１丁目１２番４５号 代表取締役 大野　文二 33-1033

ｵ9127 株式会社大野石油店 広島市中区西白島町２２番１５号 代表取締役 大野　徹 (082)221-9107

ｵ7335
○

大野バルブ産業株式会社 呉市三条３丁目１番１３号 代表取締役 後藤　徹也 22-4182

ｵ9128 株式会社オオバ　広島支店 広島市中区銀山町４番１７号 支店長 伊達　純也 (082)207-2800

ｵ7336
○

有限会社大場商店 呉市宮原４丁目４番１７号 代表取締役 大場　恒治 21-5096

ｵ7051
○

大原商店 呉市天応大浜２丁目２番３号 代表者 大原　鐘孝 38-8457

ｵ9736 株式会社オービス　広島営業所 広島市西区中広町３丁目２７番１５号 所長 玉田　龍治 (082)231-5888

ｵ9129 株式会社オープンループパートナーズ 東京都新宿区新宿４丁目３番１７号 代表取締役 駒井　滋 (03)5368-3088

ｵ7052
○

大森運送株式会社　仁方営業所 呉市仁方桟橋通１５１１番地の８８ 所長 新本　祐智 79-0022

ｵ9130 株式会社オーヤラツクス　広島営業所 広島市中区上八丁堀８番７号 所長 原　雅毅 (082)227-7831

ｵ7053
○

オールホンダ販売株式会社 呉市広古新開４丁目３番３３号 代表取締役 後迫　崇史 73-1177

ｵ7054
○

株式会社岡崎組 呉市広古新開１丁目８番１４号 代表取締役 岡崎　道治 74-7040

ｵ7055
○

岡峰商店 呉市倉橋町７６０番地 岡峰　サヨ子 53-0059

ｵ7056
○

株式会社岡本組 呉市安浦町中央１丁目３番１９号 代表取締役 岡本　弘之 84-2646

ｵ7057
○

オカモト産業株式会社 呉市昭和町６番２８号 代表取締役社長 岡本　卓也 25-2111

ｵ8022
○

岡本電機株式会社　呉営業所 呉市東中央１丁目２番６号 所長代理 金木　陽一 21-8201

ｵ8023
○

岡山県貨物運送株式会社　呉営業所 呉市築地町１番３号 所長 石原　毅 21-6608

ｵ9131 小川精機株式会社 広島市中区西白島町７番２０号 代表取締役 古太刀　利文 (082)228-2285

ｵ9132 株式会社小川長春館 福山市引野町５丁目４番２３号 代表取締役 小川　隆 (084)941-0230

ｵ9133 ＯＫＩクロステック株式会社　中国支社 広島市安佐南区祇園２丁目９番３１号 支社長 岩本　正行 (082)871-2700

ｵ9134 沖電気工業株式会社　中国支社 広島市中区鉄砲町８番１８号 支社長 地元　淳一 (082)221-2211

ｵ7058
○

沖原工業 呉市下蒲刈町下島４８１番地１ 事業主 沖原　政喜 65-2129

ｵ7059
○

株式会社奥川商店 呉市音戸町南隠渡１丁目６番７号 代表取締役 吉田　耕太郎 52-2255

ｵ7060
○

株式会社オゴウ 呉市安浦町中央５丁目２番２８号 代表取締役 小河　政彦 84-2344

ｵ7061
○

有限会社尾田プロパン 呉市焼山西３丁目２２番２０号 代表取締役 尾田　耕治 33-0017

ｵ7062
○

株式会社越智燃料店 呉市豊町大長５９９２番地２２ 代表取締役社長 越智　貴之 66-2518

ｵ7063
○

音塾ミタ株式会社 呉市神山３丁目３６番１号 代表取締役 三田　雅志 33-2714

ｵ9135 株式会社乙媛印刷社　広島営業所 広島市南区宇品海岸２丁目３番６号 所長 三瀬　堅司 (082)256-7551

ｵ8024
○

小原防災工業株式会社　呉営業所 呉市本町８番１０号 所長 熊﨑　新二 21-2668

ｵ9136
株式会社オリエンタルコンサルタンツ
中国支社 広島市中区八丁堀５番７号 中国支社長 長棟　良紀 (082)223-0030

ｵ9137 オリエントハウス株式会社　広島支店 広島市西区小河内町１丁目４番４号 支店長 迫　佳宏 (082)532-6500

ｵ7064
○

折口興産株式会社 呉市阿賀中央３丁目３番４号 代表取締役 折口　篤志 71-0116

ｵ9138
オリジナル設計株式会社　広島営業
所 広島市中区広瀬北町３番１１号 所長 山内　幸雄 (082)297-8040

ｵ9139 オリックス自動車株式会社 東京都港区芝３丁目２２番８号 代表取締役 上谷内　祐二 (082)511-9003
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ｵ7065
○

有限会社オリデ電機 呉市音戸町高須２丁目５番１７号 代表取締役 折出　雅文 51-2882

ｵ7066
○

有限会社音倉浄化槽 呉市音戸町波多見２丁目１０番１０号 代表取締役 坂下　俊二 52-2667

ｵ7067
○

有限会社音戸企業 呉市音戸町坪井２丁目６番３号 代表取締役 加藤　義信 51-2837

ｶ7068
○

ガーデンイソムラ 呉市上平原町１４番３９号 代表 磯村　幹夫 24-2210

ｶ7069
○

カーランドアオモト 呉市蒲刈町向１３８０番地 　 青本　克博 68-0703

ｶ7070
○

株式会社海駅 呉市下蒲刈町下島２１１９番地の２１ 代表取締役 脇　由貴美 65-2111

ｶ7071
○

特定非営利活動法人海駅三之関 呉市下蒲刈町下島２３５８番地１ 理事 竹内　滝法 65-3022

ｶ9140 株式会社会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町１６番 代表取締役 妹尾　潤 (06)6646-0031

ｶ9737 株式会社戒田商事 愛媛県松山市井門町１９０番地１ 代表取締役 戒田　督 (089)956-2295

ｶ9141 株式会社カキダ 広島市中区千田町１丁目１３番３号 代表取締役 湊　賢一 (082)241-2111

ｶ7072
○

株式会社カギの１１０番呉 呉市中央３丁目１２番２１号 代表取締役 新原　一則 26-0110

ｶ7073
○

株式会社カギの１１０番広 呉市広古新開１丁目３番２号 代表取締役 下山　昂志 74-0110

ｶ9142 隔測計装株式会社　広島営業所 広島市西区三滝町１４番４号 所長 寺西　修 (082)836-5166

ｶ7074
○

株式会社梶梅硝子店 呉市吾妻１丁目６番２号 代表取締役 梶梅　政敏 22-3536

ｶ8025
○

株式会社カジオカＬ．Ａ　呉本店 呉市清水１丁目１０番５５号 本店長 山本　信男 23-4567

ｶ7075
○

有限会社梶岡鉄工 呉市広多賀谷２丁目３番３号 代表取締役 梶岡　秀則 (080)5611-6350

ｶ7076
○

梶岡プロパン店 呉市豊町久比１３７番地１ 梶岡　泰数 66-2498

ｶ7337
○

社会福祉法人かしの木 呉市上二河町５番１２号 理事長 佐藤　晃一 29-3030

ｶ7077
○

樫の木自動車 呉市音戸町藤脇３丁目１８番９号 秋田　明大 56-1480

ｶ9143 柏原計器工業株式会社 大阪府柏原市本郷５丁目３番２８号 代表取締役 三浦　直人 (072)973-0601

ｶ7078
○

梶本機械株式会社 呉市仁方皆実町３番１９号 代表取締役 梶本　修平 79-5800

ｶ9849
株式会社カスタマーリレーションテレ
マーケティング 大阪市北区曽根崎１丁目２番９号 代表取締役 植原　大祐 (06)6316-8060

ｶ9144 株式会社加速器分析研究所 川崎市多摩区登戸新町１２９番地１ 代表取締役 松井　隆幸 (044)934-0020

ｶ7079
○

有限会社片岡自動車 呉市川尻町小仁方２丁目５番１８号 代表取締役 片岡　嗣浩 87-6300

ｶ7338
○

有限会社片山産業 呉市東片山町１２番４号 取締役 仲野　努 21-7394

ｶ7080
○

株式会社角井電工 呉市東川原石町１２番３９号 代表取締役 角井　康也 32-2055

ｶ7081
○

株式会社加藤組 呉市広塩焼２丁目３番１２号 代表取締役 加藤　辰生 71-5572

ｶ7082
○

株式会社加登造園 呉市警固屋１丁目８番４号 代表取締役 加登　忠夫 28-2720

ｶ7083
○

株式会社カネユキ 呉市阿賀南１丁目８番１７号 代表取締役 金行　重雄 72-7725

ｶ7084
○

蒲刈興業有限会社 呉市下蒲刈町下島２２６０番地 代表取締役 船田　成治 65-2936

ｶ7085
○

蒲田自動車整備工場 呉市下蒲刈町下島４７９番地の３ 蒲田　好隆 65-2159

ｶ7086
○

蒲田石油有限会社 呉市下蒲刈町下島１６３９番地の１ 代表取締役 蒲田　満夫 65-2177

ｶ9145 鎌長製衡株式会社　中･四国支店 香川県高松市牟礼町牟礼２２４６番地 支店長 有馬　裕介 (087)845-1140

ｶ7087
○

有限会社亀本石油店 呉市倉橋町１１１０６番地の１１ 代表取締役 亀本　耕三 54-0668

ｶ8104
○

株式会社河合楽器製作所　呉店 呉市中通３丁目８番１５号 店長 竹田　典史 24-8222
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ｶ7088
○

有限会社川口漁網 呉市音戸町鰯浜１丁目６番１５号 代表取締役 川口　勝 51-2031

ｶ9146 株式会社川崎技研 福岡市南区向野１丁目２２番１１号 代表取締役社長 田中　秀任 (092)551-2121

ｶ7089
○

有限会社カワサキ設備 呉市川尻町森３丁目８番１４号 代表取締役 河﨑　徹 87-2532

ｶ9147
株式会社カワサキマシンシステムズ　統括本部
ガスタービンサービス本部　西部事業所 兵庫県明石市川崎町１番１号 所長 藤井　義弘 (078)921-8588

ｶ7090
○

川城モータース 呉市安浦町安登西１丁目４番２３号 川城　樹雄 84-5123

ｶ9148 株式会社カワニシ　広島支店
広島市西区商工センター２丁目２番４
１号 支店長 森脇　忠史 (082)270-1121

ｶ7091
○

有限会社川畑反毛商会 呉市阿賀南２丁目９番９号 代表取締役 邢　瑋 73-5660

ｶ7092
○

カワハラ工房 呉市広白岳２丁目１番３１号 代表者 川原　加津雄 72-5541

ｶ7093
○

川本商店 呉市三条３丁目７番７号 川本　義昭 21-5309

ｶ9149 環協株式会社
京都市伏見区下鳥羽東芹川町５０番
地 代表取締役 大田　吉久 (075)622-0100

ｶ9150 株式会社環境開発　広島営業所 広島市中区幟町３番５５号 所長 藤林　孝子 (082)222-8917

ｶ9151 株式会社環境開発公社 広島市西区南観音６丁目１２番２１号 代表取締役 栗本　貴志 (082)232-7106

ｶ8026
○

環境計測株式会社　呉サービスセン
ター 呉市宮原１３丁目１１番地９－１０１号 所長 横本　晃 22-6012

ｶ7094
○

環境保全株式会社 呉市郷原町２５２７番地の３９１ 代表取締役 沖山　勇 70-3535

ｶ9152 株式会社かんこう　中国営業所 広島市西区横川町３丁目８番１０号 所長 後藤　昭義 (082)961-6860

ｶ9153 株式会社カンサイ
広島市佐伯区五日市町大字石内４６
０番地 代表取締役社長 川本　義二 (082)941-1641

ｶ9154 関西電力株式会社 大阪市北区中之島３丁目６番１６号 代表執行役 森本　孝 (06)7501-0214

ｶ9155 管清工業株式会社　中国営業所
広島市佐伯区五日市町大字上河内７
９６番地１ 所長 後　貢樹 (082)927-5691

ｶ9156 株式会社管総研 兵庫県尼崎市浜１丁目１番１号 代表取締役社長 川久保　知一 (06)6470-6300

ｶ9157 株式会社カンツール　大阪営業所 大阪市城東区成育１丁目６番２６号 所長 大久保　英明 (06)7711-3470

ｶ9809 関東ＮＯＫ販売株式会社 東京都新宿区西新宿１丁目６番１号 代表取締役社長 四本　滋人 (03)5447-8282

ｶ7095
○

株式会社管理建設コンサルタンツ 呉市広名田１丁目２番３３号 代表取締役 土肥　典文 74-5580

ｷ7096
○

株式会社岸菜建設 呉市下蒲刈町下島６３２番地の４ 代表取締役 岸菜　進 65-3043

ｷ9158 株式会社ぎじろくセンター
山口県宇部市大字西岐波１５４０番地
の１２ 代表取締役 白井　義美 (0836)51-6191

ｷ9159 株式会社議事録発行センター 岡山市北区高柳西町１番２３号 代表取締役 友野　泰志 (086)255-1332

ｷ7097
○

北岡商店 呉市豊浜町豊島３５６５番地 北岡　元男 68-2014

ｷ9738 北沢産業株式会社　広島支店 広島市中区東千田町１丁目４番２２号 支店長 冨田　健一郎 (082)567-4243

ｷ9160
北日本コンピューターサービス株式会
社 秋田市南通築地１５番３２号 代表取締役 江畑　佳明 (06)6394-8666

ｷ7098
○

北村造園 呉市川尻町東１丁目２６番３号 代表者 北村　謙二 87-0172

ｷ7339
○

北山電機 呉市豊浜町豊島３５１６番地の１３ 北山　美恵子 68-2126

ｷ9810 キッズコネクト株式会社 東京都港区六本木１丁目４番５号 代表取締役 髙石　尚和 (03)6634-1322

ｷ7099
○

有限会社きど石油店 呉市倉橋町１２０７番地の１ 代表取締役 白井　寛之 53-0190

ｷ7100
○

有限会社木下工業 呉市広多賀谷１丁目８番３９号 代表取締役 木下　康道 71-3596

ｷ9850 株式会社木下抗菌サービス 東京都新宿区西新宿６丁目５番１号 代表取締役 川村　卓也 (03)5908-2389

ｷ7101
○

木原産業株式会社 呉市広本町２丁目１０番２号 代表取締役 木原　政也 73-0063
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ｷ7102
○

株式会社キムラ 呉市広多賀谷３丁目４番９号 代表取締役 木村　秀樹 79-3009

ｷ9739 株式会社キムラ 竹原市塩町１丁目３番５号 代表取締役 相澤　健 (0846)22-0150

ｷ9161
キヤノンメディカルシステムズ株式会
社　広島支店

広島市安佐南区長束１丁目２９番１９
号 支店長 田中　浩 (082)218-1248

ｷ9162 キャリアリンク株式会社 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 代表取締役 成澤　素明 (03)3340-5077

ｷ9163 株式会社キャンサースキャン
東京都品川区西五反田１丁目３番８
号 代表取締役 福吉　潤 (03)6420-3390

ｷ9164
株式会社キョウエイアドインターナショ
ナル　広島支社 広島市中区八丁堀１５番８号 支社長 金城　信太郎 (082)211-2020

ｷ9165 協栄工業株式会社 埼玉県戸田市本町２丁目１０番１号 代表取締役 纐纈　孝義 (048)445-7388

ｷ9166 株式会社ぎょうせい　中国支社 広島市中区三川町２番１０号 支社長 中瀬　悦英 (082)545-7121

ｷ7399
○

共庭社 呉市安浦町中畑１４８番地 瀬川　宏明 84-3200

ｷ9740 共同印刷西日本株式会社 大阪市中央区平野町２丁目１番２号 代表取締役社長 江尻　敏也 (06)6203-1572

ｷ7103
○

京免製畳有限会社 呉市本町１６番６号 代表取締役 三浦　隆夫 21-6121

ｷ9168 協和物産株式会社 広島市安佐北区大林１丁目７番７号 代表取締役 市川　雅晴 (082)516-7240

ｷ9169 極東開発工業株式会社　中国支店 広島市西区西観音町２番１号 支店長 岡崎　隆宏 (082)232-8358

ｷ9170
株式会社極東技工コンサルタント　広
島事務所 広島市中区袋町４番２１号 所長 唐澤　悟 (082)536-3420

ｷ9171 極東サービス株式会社　大阪営業所
兵庫県尼崎市東難波町５丁目９番１
号 所長 桑村　貴裕 (06)6489-2828

ｷ7104
○

桐田工業株式会社 呉市朝日町１２番１１号 代表取締役 濱口　洋司 21-9221

ｷ7105
○

株式会社きんし 呉市中央６丁目４番４号 代表取締役 地岡　三利 21-6496

ｷ9172 キンパイ商事株式会社 大阪市淀川区西宮原２丁目１番３号 代表取締役 松浦　英男 (06)6396-6451

ｸ7106
○

有限会社邦消防設備 呉市東中央３丁目７番１１号 代表取締役 伊藤　博 24-1097

ｸ7340
○

國富株式会社　呉営業所 呉市築地町６番１号 所長 桒垣　隆嗣 21-5038

ｸ7107
○

國廣モータース 呉市豊浜町大浜３２３－１ 國廣　忠孝 68-3334

ｸ9173 株式会社クボタ　中四国支社 広島市東区二葉の里３丁目５番７号 支社長 酒井　直人 (082)207-0117

ｸ9174
クボタ環境サービス株式会社　中国支
店 広島市東区二葉の里３丁目５番７号 支店長 山下　知久 (082)207-0693

ｸ9175 クボタ機工株式会社　中国営業所 広島市東区二葉の里３丁目５番７号 所長 尾関　照夫 (082)207-0758

ｸ8027
○

株式会社クボタ建機ジャパン　呉営業
所 呉市広多賀谷３丁目４番１０号 所長 瀬来　良之 72-0235

ｸ9176 株式会社熊谷興産 岡山市北区青江５丁目２２番３４号 代表取締役 熊谷　昌典 (086)234-2526

ｸ9177 株式会社クマヒラ　中四国支社 広島市中区本通７番２６号 取締役支社長 瀧澤　信一郎 (082)248-1411

ｸ8028
○

株式会社クマヒラセキュリティ　呉営業
所 呉市中央６丁目１番１７号 所長 高橋　徹 25-5148

ｸ9811 株式会社熊本造園デザイン 広島市安佐南区八木３丁目３番２０号 代表取締役 熊本　優司 (082)873-2052

ｸ7108
○

倉田建設株式会社 呉市川尻町原山２丁目６番６５号 代表取締役 倉田　義隆 87-2343

ｸ7109
○

有限会社倉橋環境サービス 呉市倉橋町１０７３２番地の２ 代表取締役 折口　勝則 54-0503

ｸ7110
○

有限会社倉橋クリーン産業 呉市倉橋町６９１７番地３ 代表取締役 濱田　憲治 56-1343

ｸ7111
○

有限会社倉橋交通 呉市倉橋町１２１０番地の６ 代表取締役 宇和村　泰典 53-0034

ｸ7112
○

倉橋モータース 呉市倉橋町１７３４番地の５ 濱本　孝志 53-1145

ｸ9178 グラビス･アーキテクツ株式会社 東京都港区赤坂２丁目２０番５号 代表取締役 古見　彰里 (03)6441-3931
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ｸ9179 株式会社グラファー 東京都渋谷区千駄ヶ谷１丁目２番３号 代表取締役 石井　大地 (03)3405-7007

ｸ9180 株式会社クリアースペースデザイン 尾道市東尾道９番地７ 代表取締役 榊原　靖貴 (0848)56-1147

ｸ9181 株式会社グリーンエコ
大阪市中央区南船場１丁目１７番１１
号 代表取締役 岡村　雅明 (06)6484-5571

ｸ9182 社会福祉法人グリーンコープ
福岡市博多区博多駅前１丁目５番１
号 理事長 三原　幸子 (082)927-1503

ｸ9183 グリーンブルー株式会社
横浜市神奈川区西神奈川１丁目１４
番１２号 代表取締役 杉本　健司 (045)322-3155

ｸ9184 株式会社クリタス　西日本支社 大阪府高槻市芥川町１丁目７番２６号 西日本支社長 竹口　広樹 (072)686-6733

ｸ7113
○

特定非営利活動法人呉いくせい 呉市中央５丁目１２番２１号 理事長 品川　美保子 24-2260

ｸ7114
○

呉衛生事業協同組合 呉市広多賀谷３丁目９番１号 代表理事 濱下　勝彦 72-1303

ｸ7115
○

呉楽器店 呉市本通５丁目８番１５号 片山　眞干 24-9733

ｸ7116
○

呉管工事協同組合 呉市西中央３丁目７番６号 理事長 井村　克也 21-1846

ｸ7117
○

呉乾物株式会社 呉市光町１５番６号 代表取締役社長 中﨑　誠 22-2372

ｸ7118
○

株式会社クレ機工 呉市東中央１丁目７番７号 代表取締役 仁田　吉隆 23-3100

ｸ9185 呉共同機工株式会社　広島営業所 広島市東区戸坂数甲１丁目１番４８号 所長 定本　磨彦 (082)516-1511

ｸ7341
○

呉クリーン環境事業協同組合 呉市川尻町才野谷６２４番地１ 代表理事 榊原　隆信 87-3050

ｸ7119
○

有限会社呉建装工業 呉市江原町４番２４号 代表取締役 石嵜　静男 24-4580

ｸ7120
○

呉交通株式会社 呉市東中央１丁目２番９号 代表取締役 久崎　和夫 22-3125

ｸ7121
○

呉孔版印刷有限会社 呉市本通４丁目９番２０号 代表取締役 近広　寧輝 21-3421

ｸ7122
○

呉市衛生興業株式会社 呉市広多賀谷２丁目４番１１号 代表取締役 浜下　浩文 72-3443

ｸ7123
○

呉市環境事業協同組合 呉市広多賀谷３丁目７番１３号 代表理事 寺本　治彦 74-3344

ｸ7124
○

呉資源集団回収協同組合 呉市東中央１丁目５番１号 代表理事 藤之原　道子 23-5800

ｸ7125
○

公益社団法人呉市シルバー人材セン
ター 呉市伏原１丁目４番２５号 代表理事 荒井　和雄 21-6611

ｸ7126
○

呉市清掃工業株式会社 呉市吉浦新町２丁目５番９号 代表取締役 谷口　文章 31-7054

ｸ7127
○

一般財団法人呉市母子寡婦福祉連合
会 呉市中央５丁目１２番２１号 代表理事 浜中　礼子 21-5995

ｸ7342
○

一般社団法人呉市薬剤師会 呉市中通１丁目４番２号 会長 大塚　幸三 21-4695

ｸ7128
○

有限会社呉上水工業 呉市伏原１丁目７番２５号 代表取締役 仲野　勝士 22-6032

ｸ7129
○

有限会社クレス 呉市三条２丁目６番１号 代表取締役 大石　澄雄 25-1877

ｸ7343
○

株式会社クレスポーツプラザ 呉市焼山北１丁目２２番３号 取締役総支配人 藤川　幸司 33-2320

ｸ7130
○

株式会社呉精版印刷 呉市築地町５番４号 代表取締役 高山　順子 22-5011

ｸ7344
○

株式会社くれせん 呉市西中央４丁目６番３号 代表取締役 平尾　圭司 23-7111

ｸ7131
○

株式会社呉ダイヤ 呉市海岸４丁目７番１号 代表取締役 多田　明博 24-9345

ｸ7132
○

有限会社呉中央サービスセンター 呉市三条２丁目４番５号 取締役 﨏田　由光 24-3515

ｸ7133
○

株式会社クレテック 呉市阿賀南２丁目７番２９号 代表取締役 根石　圭子 76-0383

ｸ7134
○

呉電気管理事務所 呉市本通８丁目６番１９号 代表 藤澤　秀俊 22-4548

ｸ7135
○

株式会社呉電子計算センター 呉市本通２丁目４番１号 代表取締役社長 石田　直樹 21-0253

ｸ7136
○

呉テント工業株式会社 呉市本町１０番１７号 代表取締役 岸　昭文 22-2920
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ｸ7137
○

呉東部上下水道協同組合 呉市川尻町森２丁目１番４号内 代表理事 河崎　徹 87-6444

ｸ7138
○

株式会社クレビ 呉市広大新開３丁目４番２号 代表取締役 石坪　隆文 76-1171

ｸ7139
○

社会福祉法人呉福祉会 呉市焼山北３丁目２１番２号 理事長 辻　一明 33-8020

ｸ7140
○

株式会社呉防災 呉市中央６丁目１２番１６号 代表取締役 大川　洋子 24-2362

ｸ7141
○

有限会社呉緑化センター 呉市郷原町１４１６番地の２ 代表取締役 石内　義夫 77-1101

ｸ9186 グローリー株式会社　中国支店 広島市東区二葉の里３丁目４番４０号 支店長 竹村　和典 (082)261-0430

ｸ9187 株式会社グロップ 岡山市中区穝東町２丁目２番５号 代表取締役 原田　竜一郎 (086)273-2369

ｹ9188 ＫＳＳ株式会社
東京都武蔵村山市伊奈平１丁目７０
番２号 代表取締役 深澤　重幸 (042)560-2042

ｹ9189 株式会社ケイズ　広島支店 広島市東区若草町１２－１ 支店長 井上　智行 (082)262-2300

ｹ9190
ＫＤＤＩ株式会社　ソリューション中国支
社 広島市中区八丁堀１６－１１ 支社長 有田　賢一郎 (082)577-8968

ｹ9191
ＫＤＤＩまとめてオフィス西日本株式会
社　中国支社 広島市中区八丁堀１６番１１号 支社長 有田　賢一郎 (082)577-8968

ｹ9192 株式会社ＫＤＤＩエボルバ 東京都新宿区西新宿２丁目３番２号 代表取締役 若槻　肇 (03)6479-7572

ｹ8029
○

警備開発株式会社　呉営業所 呉市阿賀中央３丁目３番９号 所長 井上　勝行 76-3100

ｹ7345
○

有限会社ケイ・ビルテック 呉市安浦町内海北２丁目８番２３号 代表取締役 木村　文隆 84-2815

ｹ9812 株式会社ＫＲＣ 福岡市博多区東比恵２丁目７番１８号 代表取締役 畑田　良伊 (092)474-7968

ｹ7397
○

ＫＭＧＡＲＡＧＥ 呉市下蒲刈町下島３２０６番地の２５ 代表 橋本　裕也 (090)7971-6854

ｹ9193
株式会社ケー･デー･シー　西日本支
店 福岡市中央区天神３丁目１１番２０号 支店長 宇賀神　満則 (092)781-2880

ｹ7346
○

ケムコ商事株式会社 呉市広大新開１丁目２番６号 代表取締役 奥原　國雄 72-1335

ｹ9194 株式会社建設技術研究所　中国支社 広島市東区光町１丁目１３番２０号 支社長 三砂　利明 (082)261-3680

ｹ9195 建設のカミナカ 東広島市黒瀬町南方１１２３番地２ 神中　雅也 (090)9461-6068

ｹ9196 株式会社現代けんこう出版 東京都墨田区両国１丁目１２番８号 代表取締役 砂田　昌彦 (03)3846-1088

ｹ9851 一般財団法人建築行政情報センター 東京都新宿区神楽坂１丁目１５番地 理事長 後藤　隆之 (03)5225-7703

ｺ9197 小池造船海運株式会社 豊田郡大崎上島町中野５９２４番地 代表取締役 小池　英勝 (0846)64-2620

ｺ7347
○

株式会社光栄産業 呉市吾妻２丁目１番６号 代表取締役 南　正孝 24-1531

ｺ7142
○

株式会社功将 呉市広小坪１丁目４５番１－１０１号 代表取締役 林　茂美 73-7280

ｺ7143
○

株式会社コウショー 呉市築地町４番２０号 代表取締役 吉本　径造 22-3443

ｺ7348
○

有限会社幸城石油 呉市音戸町田原２丁目２番１２号 代表取締役 幸城　由門 51-2636

ｺ7144
○

株式会社弘真 呉市広小坪１丁目５０番１０号 代表取締役 川上　確 72-4310

ｺ9199 合人社エンジニアリング株式会社 広島市中区袋町４番３１号 代表取締役 東　裕高 (082)242-6126

ｺ9200 株式会社合人社計画研究所 広島市中区袋町４番３１号 代表取締役 福井　滋 (082)247-7994

ｺ9201 光進電気工業株式会社　福岡支店
福岡市博多区東光２丁目６番１０－３
０２号 支店長 加藤　信治 (092)483-8808

ｺ7145
○

株式会社合同メンテナンス 呉市音戸町波多見２丁目１０番１０号 代表取締役 坂下　俊二 52-2667

ｺ9741
鴻池メディカル株式会社　西日本事業
部 安芸郡海田町南明神町３－７４－２５ 西日本事業部長 坂内　憲文 (082)824-1551

ｺ9202 神戸綜合速記株式会社
神戸市中央区北長狭通４丁目３番８
号 代表取締役 藤岡　亮介 (078)321-2522

ｺ8030
○

株式会社弘法　呉営業部 呉市広古新開５丁目５番２５号 リーダー 久保田　徹 71-0190
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ｺ9742 広和機工株式会社 廿日市市木材港北３番２８号 代表取締役 川添　貴史 (0829)32-3201

ｺ7146
○

株式会社コーエー 呉市本通６丁目７番１０号 代表取締役 中田　勝巳 23-5695

ｺ9203
コーユーレンティア株式会社　中四国
支店 広島市中区中町７番４１ー６０３号 支店長 和泉　裕昭 (082)544-1171

ｺ9198 国際航業株式会社　広島支店 広島市南区的場町１丁目２番１９号 支店長 金岡　徳史 (082)262-8730

ｺ7147
○

ゴコウ株式会社 呉市広多賀谷２丁目７番９号 代表取締役 吉田　和裕 76-4095

ｺ7389
○

呉港工業運輸株式会社 呉市築地町５番５号 代表取締役 作田　一宏 21-5194

ｺ7148
○

有限会社古松園 呉市音戸町高須１丁目２番２号 代表取締役 古本　修一 51-3432

ｺ9204 株式会社コスモリサーチ　広島支店 広島市中区大手町３丁目５番１２号 支店長 松本　範之 (082)244-0676

ｺ7149
○

株式会社こっこー 呉市広多賀谷１丁目９番３０号 代表取締役 槙岡　達也 71-9191

ｺ7390
○

小研勉強堂 呉市阿賀中央７丁目７番４０号 　 佐々木　康人 71-8004

ｺ9205 株式会社コトブキ　中四国支店 広島市中区本川町２丁目１番１３号 支店長 永吉　幸太 (082)297-4546

ｺ9206 壽環境機材株式会社 大阪市北区天満１丁目１９番４号 代表取締役 髙木　眞敏 (06)6352-5880

ｺ9207
コトブキシーティング株式会社　中四
国支店 広島市中区紙屋町１丁目１番１７号 支店長 内海　義和 (082)545-7870

ｺ7349
○

株式会社コトブキソリューション 呉市中通２丁目６番６号 代表取締役 木﨑　裕之 21-4956

ｺ7150
○

寿電気工業株式会社 呉市三条４丁目１１番１０号 代表取締役 本計　貴紀 23-2626

ｺ9208
コニカミノルタ株式会社　デジタルワークプレイス
事業本部　自治体ＤＸ推進部

東京都千代田区丸の内２丁目７番２
号 部長 別府　幹雄 (070)7415-9966

ｺ9209
小林クリエイト株式会社　西日本営業
部 広島市東区光町１丁目１０番１９号 部長 清水　英也 (082)258-5988

ｺ7151
○

株式会社こまつ 呉市広末広１丁目３番３８号 代表取締役 小松　一貴 72-1666

ｺ9210
コマツカスタマーサポート株式会社
広島支店 広島市佐伯区藤垂園７番３１号 支店長 森田　圭介 (050)3486-7205

ｺ9211 株式会社コミクリ
東京都三鷹市下連雀３丁目３８番１６
号 代表取締役 佐藤　弘人 (0422)24-8851

ｺ9212 株式会社コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 代表取締役 捧　雄一郎 (025)371-4111

ｺ9213 小山株式会社　広島営業所 広島市安佐南区祇園５丁目６番５号 所長 田中　良一 (082)846-2255

ｺ9214 株式会社五輪 富山市奥田新町１２番３号 代表取締役 宮本　岳司朗 (076)442-0133

ｺ9215 金剛株式会社　中四国支店 広島市中区大手町３丁目１番３号 支店長 竹上　洋右 (082)236-1937

ｻ9216
株式会社サーベイリサーチセンター
広島事務所 広島市中区立町２番２９号 広島事務所長 原田　一臣 (082)241-7511

ｻ9217 有限会社サイシン広告 埼玉県秩父市下影森４０５７番地１１ 代表取締役 岸本　穂 (0494)24-3995

ｻ9218 西戸崎興産株式会社　島根事業所 島根県江津市都野津町２３０８－１２ 所長 山邊　晴司 (0855)53-0427

ｻ9219 株式会社サイネックス
大阪市天王寺区上本町５丁目３番１５
号 代表取締役社長 村田　吉優 (06)6766-3363

ｻ9813 株式会社菜友
三重県三重郡朝日町向陽台３丁目７
番地１ 代表取締役 杉本　香織 (0594)21-3501

ｻ7152
○

株式会社サカイ 呉市伏原２丁目５番２３号 代表取締役 酒井　康之 22-6077

ｻ7153
○

株式会社阪本電工 呉市三条２丁目３番２５号 代表取締役 阪本　健太郎 23-5203

ｻ7391
○

有限会社坂本塗料 呉市宮原１１丁目８番２０号 代表取締役 坂本　大輔 23-8642

ｻ9814 佐川急便株式会社　中国支店 広島市南区出島１丁目１９番２０号 中国支店長 堀木　啓介 (0570)01-0262

ｻ9220 サクセス･ベル株式会社 江田島市能美町鹿川３６４２番地１ 代表取締役 空本　邦男 45-5555

ｻ8102
○

佐々木工業株式会社　呉支店 呉市昭和町１１番１号 取締役呉支店長 有働　和博 24-5300
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ｻ7154
○

有限会社真田商会 呉市川尻町東１丁目２２番１号 代表取締役 真田　智司 87-2322

ｻ8032
○

株式会社サニクリーン中国　呉支店 呉市広古新開７丁目２５番３号 支店長 奥原　将 72-6214

ｻ7155
○

有限会社サニタリープランニング 呉市押込西平町１４番１８号 代表取締役 豊島　啓司 34-0660

ｻ9221
ザ･ニュー･インディア･アシュアランス･
カンパニー･リミテッド　広島支店 広島市中区小町３番１９号 広島支店長 濱中　康雄 (082)243-7821

ｻ9815 株式会社ザメディアジョン 広島市西区横川町２丁目５番１５号 代表取締役 前田　政登己 (082)503-5035

ｻ8033
○

山栄株式会社　呉営業所 呉市安浦町女子畑林２７６３番地１ 呉営業所長 山下　英昭 84-4610

ｻ9222 三栄産業株式会社 広島市中区基町５番４４号 代表取締役 米山　真和 (082)228-2958

ｻ7156
○

株式会社三栄商会 呉市本通６丁目１０番７号 代表取締役 神田　敏男 22-2445

ｻ9223 株式会社サンオート 東京都豊島区池袋２丁目１６番２号 代表取締役 山本　暁彦 (03)3986-3808

ｻ8034
○

株式会社サンキ　呉支店 呉市築地町５番３号 支店長 大礒　基哉 21-6106

ｻ9224 三協エアテック株式会社 大阪市北区芝田２丁目５番６号 代表取締役 加来　裕生 (06)6374-6140

ｻ9225 三協フロンテア株式会社　広島営業所 広島市安佐南区八木２丁目４番１４号 所長 小川　敦史 (082)830-2271

ｻ9226 株式会社サンクト 東京都江東区新大橋３丁目５番１号 代表取締役 宍戸　哲夫 (03)5624-1688

ｻ9227 株式会社サンケン・エンジニアリング 福岡市南区大楠２丁目１３番７号 代表取締役 筒　芳成 (092)522-6812

ｻ9228 三建設備工業株式会社　中国支店 広島市中区中町７番２２号 執行役員支店長 貞本　俊治 (082)247-1141

ｻ9229 三光株式会社 鳥取県境港市昭和町５番地１７ 代表取締役社長 三輪　昌輝 (0859)21-2100

ｻ9230 三晃工業株式会社 大阪市大正区鶴町２丁目１５番２６号 代表取締役 山梶　章 (06)6555-7052

ｻ7351
○

三恍設備工業株式会社 呉市豊町久比２４３１番地３ 代表取締役社長 横手　伸穂 66-2308

ｻ7157
○

有限会社三昌建設 呉市東中央１丁目４番１８号 代表取締役 光山　隆宣 22-6313

ｻ8031
○

三親電材株式会社　呉営業所 呉市中央６丁目１０番１号 所長 内藤　譲二 32-1234

ｻ9231 株式会社サンスイ　大阪支店 大阪市北区芝田２丁目５番１４号 支店長 守谷　修司 (06)6375-2881

ｻ9232 サンセイ株式会社　広島営業所 広島市中区幟町８番２２号 所長 胡子　誠 (082)222-7861

ｻ9233
三精テクノロジーズ株式会社　広島営
業所 広島市中区紙屋町１丁目３番２号 所長 松平　卓也 (082)246-1203

ｻ7352
○

株式会社サン石油 呉市本通６丁目１番１７号 代表取締役 銭村　彰太郎 23-5777

ｻ9743 サンテクノサービス株式会社 大阪市北区南森町２丁目４番３２号 代表取締役 福地　京子 (06)6363-3991

ｻ9234 有限会社サンテック　関西支店 兵庫県赤穂郡上郡町高山１３０２番地 支店長 渡邉　文彦 (0791)56-0301

ｻ7158
○

サンデンコウ株式会社 呉市海岸４丁目４番３号 代表取締役 佐伯　義喜 90-8627

ｻ8035
○

株式会社サントーコー　セルフ呉駅前
サービスステーション 呉市中央１丁目２番１７号 マネージャー 堂角田　英伸 21-6474

ｻ9235 株式会社サンネット 広島市中区袋町４番２１号 代表取締役 山口　隆法 (082)248-7781

ｻ9236 株式会社三豊
愛知県豊橋市西山町字西山３２８番
地 代表取締役 大林　弘季 (0532)21-2573

ｻ7159
○

三洋ガス株式会社 呉市広横路３丁目３番２９号 代表取締役 神垣　伸司 71-7947

ｻ9852 三洋企業株式会社 広島市安佐南区祇園２丁目６番３２号 代表取締役 谷本　次郎 (082)874-5534

ｻ8036
○

山陽空調工業株式会社　呉営業所 呉市広古新開３丁目４番８号 所長 熊本　健 76-3131

ｻ9816 山陽工業株式会社 尾道市高須町９０４番地 代表取締役 髙橋　宏明 (0848)46-1212

ｻ9237 株式会社山陽測器 広島市西区庚午北１丁目２０番９号 代表取締役 桐木　博之 (082)272-1567
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ｻ9238 山陽マーク株式会社 広島市西区楠木町１丁目２番５号 代表取締役 岡本　里司 (082)503-8899

ｻ9239 株式会社サンリーク　広島営業所 広島市中区上幟町１０番１２－５０１号 所長 桑口　健二 (082)502-2421

ｻ9240 株式会社サンリフト
広島市安芸区矢野新町２丁目３番５
号 代表取締役 田中　信彦 (082)885-2117

ｻ9817 株式会社サンロック 福山市新市町大字下安井５３９番地１ 代表取締役 小林　優 (0847)44-6222

ｻ7160
○

三和運輸株式会社 呉市広徳丸町３番６号 代表取締役 平田　孝治 71-5166

ｻ9241 三和興産株式会社 山口県宇部市文京町２番１７号 代表取締役 宮本　秀夫 (0836)33-5858

ｻ9818
三和シヤッター工業株式会社　広島メ
ンテナンス課 広島市西区南観音６丁目３番１３号 課長 川添　祐治 (082)297-3025

ｻ7161
○

三和電気株式会社 呉市仁方桟橋通１１番１２号 代表取締役 渡邉　勝男 79-1185

ｼ9242
ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社　広
島支店 広島市安佐南区西原６－４－２３ 支店長 山口　寿一郎 (082)875-7800

ｼ9243 株式会社ジーエスエフ 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 代表取締役 善田　高志 (03)6276-3875

ｼ9244 株式会社Ｇ－Ｐｌａｃｅ　大阪支店 大阪市淀川区宮原４－１－１４ 支店長 古川　輝雄 (06)6210-6666

ｼ9245 株式会社シーモス
徳島県三好市池田町サラダ１８１１番
地１ 代表取締役 細田　忠敏 (0883)72-3688

ｼ9744 ＪＲ東日本メカトロニクス株式会社 東京都渋谷区代々木２丁目１番１号 代表取締役社長 川野邊　修 (03)5365-3868

ｼ9745 株式会社ジェイ・イー・サポート 広島市中区八丁堀１５番８号 代表取締役 佐東　政明 (082)836-3300

ｼ9246 ＪＸ金属環境株式会社 茨城県日立市宮田町３４５３番地 代表取締役 佐々木　康勝 (0294)21-1711

ｼ9247
株式会社ジェイエスキューブ　第六営
業本部 広島市南区稲荷町２番１４号 本部長 石原　義孝 (082)263-9257

ｼ9248
ＪＦＥアドバンテック株式会社　中国･四
国支店 倉敷市水島川崎通１丁目 支店長 丸山　和之 (086)440-1580

ｼ9249 ＪＦＥ条鋼株式会社　水島製造所
岡山県倉敷市水島川崎通１丁目５番
２

常務執行役員水
島製造所長 桐谷　厚志 (086)447-4266

ｼ9250 ジェイエムシー株式会社 高知市葛島４丁目３番３０号 代表取締役 仁木　真央 (088)884-7000

ｼ9746
株式会社ジェイ・サイエンス中国　広
島支店 広島市東区若草町１０番１２号 取締役支店長 千日　亮 (082)262-0875

ｼ9853
株式会社ジェイ・シー・ティ　広島営業
所 広島市安佐南区祇園１丁目２８番７号 所長 西岡　宏明 (082)850-3160

ｼ9251 株式会社ＪＴＢ　広島支店 広島市中区紙屋町２丁目２番２号 支店長 野浪　健 (082)542-5025

ｼ9252 株式会社ジェクト　福山営業所 福山市沖野上町４丁目２０番２６号 所長 住吉　勝 (084)999-8185

ｼ9253 株式会社ＪＥＣＣ
東京都千代田区丸の内３丁目４番１
号 専務取締役 依田　茂 (082)504-1377

ｼ9254 株式会社シオ政策経営研究所 東京都新宿区四谷１丁目８番地１４ 代表取締役 渡辺　明彦 (03)3351-4161

ｼ9255 株式会社ジオプラン･ナムテック 東京都千代田区麹町５丁目４番地 代表取締役 西澤　常彦 (03)6868-8685

ｼ9256 四国環境整備興業株式会社 愛媛県今治市国分１丁目１番１８号 代表取締役 青野　通久 (0898)48-1600

ｼ9257
株式会社システム環境研究所　大阪
事務所 大阪府吹田市広芝町５番４号 所長 青木　教之 (06)6339-1122

ｼ9258 株式会社システムクリエイト 福岡市中央区薬院２丁目４番５号 代表取締役 木戸　誠 (092)752-4053

ｼ9259 株式会社システムディ
京都市中京区烏丸通三条上る場之町
６０３番地 代表取締役 堂山　道生 (075)256-7777

ｼ9260
株式会社システムハウスアールアンド
シー　広島営業所 広島市東区光町２丁目７番３５号 所長 柏木　潤 (082)535-1053

ｼ7162
○

有限会社至誠堂 呉市本通２丁目１番１９号 代表取締役 栗原　正志 21-3494

ｼ9854
シダックス大新東ヒューマンサービス
株式会社　中四国第一支店 広島市中区中町７番４１号 支店長 篠原　幸司 (082)546-1877

ｼ9261 株式会社ジツタ中国 広島市中区富士見町１６番２号 本店長 實田　泰之 (082)244-2331

ｼ9262 シネマライフ
広島市南区西蟹屋４丁目２番２１－４
０２号 彌富　昭夫 (082)263-7475
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ｼ8095
○

株式会社篠本照明　呉営業所 呉市両城１丁目１１番１号 所長 佐々木　隆良 24-7755

ｼ9263 株式会社島津製作所　広島支店 広島市東区二葉の里３丁目５番７号 支店長 牛島　淳憲 (082)236-9651

ｼ9264 島根水道株式会社
島根県松江市宍道町佐々布２１３番
地２５ 代表取締役社長 田本　稔 (0852)66-0041

ｼ7163
○

清水園芸 呉市阿賀南８丁目３５番２２号 代表者 清水　照夫 71-6668

ｼ9265
株式会社清水合金製作所　中国四国
営業所 岡山市北区大供２－１－１ 所長 土田　聡 (086)227-2510

ｼ7164
○

下蒲刈町樹木管理組合 呉市下蒲刈町下島９２９番地の２ 組合長 長迫　秀 65-2211

ｼ9266 下花物産株式会社 安芸郡坂町横浜中央１丁目６番３０号 代表取締役 下花　眞二 (082)820-1130

ｼ9267
シャープマーケティングジャパン株式
会社

大阪府八尾市北亀井町３丁目１番７２
号 取締役 美甘　將雄 (050)5444-7853

ｼ9268 株式会社社会保険研究所 広島市中区上八丁堀５番１５号 代表取締役 安藤　武史 (082)223-2707

ｼ9747
写測エンジニアリング株式会社　中国
支店

広島市西区己斐本町２丁目２０番１６
号 支店長 細田　量秀 (082)507-1151

ｼ9269 ジャトー株式会社　中国営業所 広島市西区天満町９番１号 所長 小野　敬右 (082)503-4405

ｼ7165
○

株式会社ジャネス 呉市中央３丁目１番２４号 代表取締役 小倉　一悦 25-7575

ｼ9270
株式会社ジャパンインターナショナル
総合研究所

京都市右京区西京極西池田町９番地
５ 代表取締役 藤原　壮督 (075)924-2603

ｼ9271 株式会社住宅ケンコウ社 広島市中区本川町２丁目５番３５号 代表取締役 菅野　康則 (082)208-0005

ｼ9272 周南マリコム株式会社 山口県周南市入船町２－３ 代表取締役 堀　学明 (0834)21-0367

ｼ7353
○

ジュンセイ株式会社 呉市郷原町一ノ松光山２５０７番９２４ 代表取締役 佐々木　重臣 77-2100

ｼ8037
○

株式会社ジュンテンドー　音戸店 呉市音戸町波多見１１丁目２番１２号 店長 早川　耕志 50-0006

ｼ9855 株式会社正田文華堂 三原市港町３丁目２番２２号 代表取締役 正田　益己 (0848)62-5269

ｼ9273 株式会社上智　中四国支店 香川県観音寺市古川町７１１番地１ 支店長 大西　勝彦 (0875)23-6621

ｼ9274 株式会社少年写真新聞社
東京都千代田区九段南４丁目７番１６
号 代表取締役 松本　恒 (03)3264-2624

ｼ9275 昌平株式会社 兵庫県尼崎市道意町６丁目４９番地 取締役社長 柄谷　順一郎 (06)6416-3661

ｼ9856 情報システム監査株式会社 大阪市淀川区宮原４丁目５番３６号 代表取締役 三谷　康之 (06)6395-7665

ｼ9748 一般財団法人消防防災科学センター 東京都三鷹市中原３丁目１４番１号 理事長 荒川　敦 (0422)49-1113

ｼ7166
○

株式会社ショーワ 呉市郷原町２５０７番地９２７ 代表取締役 中向　幸信 70-3815

ｼ9276 一般財団法人食品薬品安全センター 神奈川県秦野市落合７２９番地の５ 代表理事 小島　幸一 (0463)82-4751

ｼ7167
○

株式会社伸栄 呉市安浦町内海南４丁目８番３８号 代表取締役 大林　伸豪 84-3777

ｼ7168
○

真旺建設株式会社 呉市郷原野路の里１丁目３４番３２号 代表取締役 小川　和恵 77-1315

ｼ8038
○

新川電機株式会社　呉営業所 呉市三条３丁目３番２号 所長 後藤　泰重 25-4769

ｼ9277 株式会社シンク
福岡市博多区博多駅前２丁目１９番２
４号 取締役社長 丸山　秀明 (092)475-6311

ｼ9278
株式会社神鋼エンジニアリング＆メン
テナンス 神戸市灘区岩屋北町４丁目５番２２号 代表取締役 浅田　秀樹 (078)882-5271

ｼ9279
株式会社神鋼環境ソリューション　大
阪支社 大阪市中央区備後町４丁目１番３号 支社長 向　博之 (06)6206-6745

ｼ9280 神鋼環境メンテナンス株式会社 神戸市中央区磯上通２丁目２番２１号 代表取締役 箕輪　元 (078)232-8224

ｼ7170
○

株式会社新興建設 呉市音戸町波多見１０丁目２５番１号 代表取締役 新谷　秀樹 52-2152

ｼ7169
○

新光建設株式会社 呉市阿賀南１丁目６番６号 代表取締役 小原　康裕 71-3773

ｼ9281 新進電機株式会社　広島営業所 広島市西区観音新町１丁目１８番９号 所長 大下　恭敬 (082)532-2525
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ｼ9282 株式会社新生
広島市西区商工センター７丁目５番２
６号 代表取締役 森本　孝之 (082)277-0788

ｼ8039
○

株式会社新星工業社　呉サービスセ
ンター 呉市三条３丁目２番１４号 専務取締役 佐々木　徹 25-2120

ｼ9749 有限会社新生社 福岡市西区今宿３丁目１９番５号 代表取締役 竹原　義幸 (092)806-7456

ｼ9750 株式会社シンセイテクノ 広島市中区幟町１０番２７号 代表取締役 谷本　信正 (082)942-3318

ｼ7171
○

新日造エンジ株式会社 呉市広末広１丁目２番１０号 代表取締役 岡田　太志 71-1112

ｼ9857 新日本法規出版株式会社　広島支社 広島市中区国泰寺町１丁目５番９号 支社長 日髙　成巳 (082)545-1011

ｼ9283 新日本空調株式会社　中国支店 広島市中区大手町２丁目７番１０号 支店長 二宮　幸治 (082)247-3551

ｼ7354
○

新広島トラベル株式会社 呉市宝町２番２３－３号 代表取締役 池本　康司 25-8193

ｼ9284
シンフォニアエンジニアリング株式会
社　中国営業所 広島市西区横川町１丁目６番９号 所長 針谷　文敏 (082)296-9171

ｼ9285
新明和アクアテクサービス株式会社
中国センター

広島市南区東雲本町２丁目２１番２６
号 所長 松浦　茂男 (082)285-3454

ｼ9286
新明和工業株式会社　流体事業部
営業本部　中国支店

広島市南区東雲本町２丁目２１番２６
号 支店長 亀原　健司 (082)282-7176

ｼ7355
○

有限会社神山工業 呉市神山３丁目８番１８号 代表取締役 木下　弘 33-5899

ｼ9287 新菱工業株式会社　中国営業所 広島市中区大手町２丁目７番１０号 所長 柏原　孝正 (078)939-5502

ｼ9288 シンレキ工業株式会社　中国事業所 三原市久井町下津１１１２６番３７ 所長 山本　和佳 (0847)32-5301

ｼ7172
○

株式会社シンワ 呉市焼山本庄５丁目４番８号 代表取締役 岡野　勲夫 33-5451

ｼ9289 シンワ無線機販売株式会社 広島市中区東白島町１０番１７号 代表取締役 内藤　文男 (082)223-8118

ｽ9290 株式会社水機テクノス　広島営業所 広島市中区橋本町１０番１０号 所長 薄　辰太郎 (082)223-1545

ｽ9291 株式会社水光エンジニア 広島市西区中広町２丁目２３番１５号 代表取締役 溝口　奈留紀 (082)292-5932

ｽ9292 株式会社水道産業新聞社 大阪市北区豊崎２丁目７番９号 代表取締役 西原　一裕 (06)6373-3603

ｽ9293 水都工業株式会社 岐阜県海津市海津町馬目２７１番地 代表取締役 伊藤　智和 (0584)53-0339

ｽ9294 株式会社水土舎　広島営業所 広島市中区千田町２丁目７番１７号 所長 吉永　聡 (082)541-0621

ｽ9295
水ｉｎｇエンジニアリング株式会社　中
国営業所 広島市中区大手町４丁目６番１６号 所長 西郷　昌延 (082)542-1233

ｽ9296 株式会社スエノブ 広島市安佐南区山本１丁目８番４号 代表取締役 末信　邦彦 (082)874-5343

ｽ7173
○

須貝造園 呉市平原町７番７号 代表 須貝　憲彦 23-2451

ｽ7174
○

有限会社須賀石油店
呉市豊町大長字前大浦４７９７番地４
７ 代表取締役 須賀　佳久 66-2261

ｽ7175
○

菅原商店 呉市下蒲刈町下島４４０番地の１ 菅原　章治 65-2038

ｽ9751 株式会社スカラパートナーズ 東京都渋谷区渋谷２丁目２１番１号 代表取締役 梛野　憲克 (03)6803-8675

ｽ9297 株式会社スタジオ三十三 京都市伏見区竹田松林町１１番地 代表取締役 井上　喜代志 (075)601-3103

ｽ9819 株式会社スタッフサービス 東京都千代田区神田練塀町８５番地 代表取締役 阪本　耕治 (03)5209-7441

ｽ9820 株式会社ストローハット 東京都中野区中野５丁目４６番４号 代表取締役 鈴木　哲 (03)5380-2768

ｽ9858
株式会社スマートバリュー　クラウドイ
ノベーションＤｉｖｉｓｉｏｎ 大阪市中央区道修町３丁目６番１号 ＤｉｖＭａｎａｇｅｒ 大脇　正人 (06)6227-5563

ｽ9298 株式会社ＳＵＭＩＤＡ 山県郡北広島町今吉田１５２７番地 代表取締役 隅田　英治 (0826)84-1241

ｽ9299
住友重機械エンバイロメント株式会社
広島支店 広島市南区稲荷町４番１号 支店長 下薗　博文 (082)568-2532

ｽ9300 住友精密工業株式会社 兵庫県尼崎市扶桑町１番１０号
代表取締役　社
長執行役員 髙橋　秀彰 (03)3217-2814

ｽ9301 巣守金属工業株式会社 広島市南区出島１丁目３４番７号 代表取締役 巣守　佳之 (082)251-8307
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ｾ8040
○

株式会社セイエル　呉営業所 呉市築地町２番５０号 所長 城水　健太郎 21-6676

ｾ9302
株式会社静環検査センター　広島営
業所

広島市安佐北区落合１丁目１９番３８
号 所長 小谷　聖滋 (082)961-5977

ｾ7176
○

有限会社盛業組 呉市海岸４丁目８番１７号 代表取締役 土井　雄治 25-7781

ｾ9303 株式会社成研 広島市西区横川町３丁目２番３６号 代表取締役 児玉　将典 (082)533-7027

ｾ7177
○

セイコービジネス株式会社 呉市郷原町４０１０番地の１１ 代表取締役 宇都宮　公徳 77-1122

ｾ7178
○

株式会社誠信 呉市中央６丁目３番２５号 代表取締役 谷口　幹典 23-8744

ｾ7179
○

有限会社西部環境開発 呉市倉橋町２４５６番地の１ 代表取締役 野見山　誠二 50-2013

ｾ7180
○

株式会社制服のフジ 呉市中通１丁目１番２１号 代表取締役 河﨑 圭一郎 21-7731

ｾ9304 株式会社西部水道機器製作所
山口県下関市椋野町２丁目１６番１５
号 代表取締役 和泉　正史 (083)232-8114

ｾ9305 株式会社正和クリーン 尾道市長者原１丁目２２０番地７ 代表取締役 村上　伸一郎 (0848)48-4570

ｾ9306 有限会社成和工業 広島市中区基町１９番１－１２２０号 代表取締役 大隅　和成 (082)928-9903

ｾ9307 誠和工業株式会社 三原市本郷町船木１６０９番地 代表取締役 増田　洋一 (0848)86-2508

ｾ7181
○

誠和梱枹運輸株式会社
呉市郷原町字一ノ松光山６２６番地の
１２ 代表取締役社長 畦　淳造 77-2160

ｾ9752 セーラー広告株式会社　広島支社 広島市中区橋本町９番７号 支社長 藤麻　勝己 (082)227-3123

ｾ9308 セキュリティ電工株式会社 広島市安佐南区祇園６丁目１７番９号 代表取締役 森岡　正一 (082)850-0086

ｾ8041
○

セコム株式会社　呉営業所 呉市中通１丁目３番１６号 営業所長 久米　秀忠 23-1347

ｾ7183
○

有限会社せとうち設備 呉市東惣付町６番４０号 代表取締役 櫻井　良司 25-1440

ｾ9309 有限会社せとうち体器 広島市南区出島２丁目２１番５９号 代表取締役 佐伯　昇 (082)252-3772

ｾ9310
一般社団法人瀬戸内海エコツーリズ
ム協議会 広島市南区出島１丁目１１番１４号 代表理事 上嶋　英機 (082)259-3371

ｾ9821
株式会社ゼニライトブイ　中四国営業
所 広島市中区小町１丁目２５番地 所長 中西　亮太 (082)545-7025

ｾ9311 ゼネラルスチール株式会社
広島市西区商工センター３丁目５番１
２号 代表取締役 明石　依子 (082)277-3271

ｾ9312 株式会社セレクト 広島市中区八丁堀６番１０号 代表取締役 江夏　裕盛 (082)211-0777

ｾ7184
○

株式会社千寿企画 呉市長谷町１８番５号 代表取締役 土井　恭子 38-7016

ｾ8042
○

株式会社センタークリーナー　呉営業
所 呉市焼山町鍋土７２２番地の６ 呉営業所所長 吉田　將人 (082)254-0003

ｾ9313 株式会社宣通 名古屋市東区東桜２丁目１６番２７号 代表取締役 津田　郁夫 (052)979-1555

ｾ7185
○

株式会社千成 呉市築地町５番１０号 代表取締役 名越　裕晃 23-6741

ｾ8043
○

株式会社センビ　呉営業所 呉市海岸２丁目１２番１０号 所長 斎藤　敦則 23-9045

ｾ9314 株式会社ゼンリン　広島営業所 広島市東区光町１丁目１０番１９号 所長 水野　俊彦 (082)506-0600

ｿ7186
○

総合技研株式会社 呉市吉浦東町１２番１７号 代表取締役 久保　正裕 31-0245

ｿ9753 協同組合総合技術士連合 大阪市北区西天満５丁目１番１９号 理事長 梶巻　正男 (06)6311-1145

ｿ8044
○

株式会社総合広告社　呉営業所 呉市吉浦本町２丁目１２番８号 呉営業所所長 村上　和秀 31-8876

ｿ9315 ソーシャルアドバンス株式会社 神戸市中央区東町１２３番地の１ 代表取締役 伴　裕美 (078)332-3350

ｿ9316 ソフトバンク株式会社 東京都港区海岸１丁目７番１号 代表取締役 今井　康之 (03)6889-2699

ｿ9317 株式会社ソラスト　広島支社 広島市中区立町２番２７号 支社長 高橋　壯年 (082)536-2233

ｿ9318 ソリマチ株式会社 新潟県長岡市表町１丁目４番地２４ 代表取締役 反町　秀樹 (0258)33-4435
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ｿ9319
株式会社ソルコム　ソリューション事業
本部　ソリューションビジネス部 広島市南区皆実町１丁目１０番２号

ソリューションビジ
ネス部長 福島　淳二 (082)252-0707

ｿ9320 株式会社ソルコムビジネスサービス 広島市南区皆実町１丁目１０番２号
取締役ソリュー
ション部長 芝田　栄治 (082)207-3374

ｿ9754
損害保険ジャパン株式会社　西日本
船舶営業部　中国営業課 広島市中区紙屋町１丁目２番２９号 課長 竹内　和雄 (082)546-2773

ﾀ8045
○

株式会社体育社　呉店 呉市本通６丁目５番１９号 店長 村上　真一 (082)230-4488

ﾀ9321 第一環境株式会社　広島支店 広島市安佐南区古市１丁目３４番９号 支店長 根岸　弘行 (082)846-6721

ﾀ7356
○

株式会社第一技研 呉市中央１丁目５番２７号 代表取締役 畑中　秀之 32-7366

ﾀ7187
○

株式会社第一建工 呉市阿賀南１丁目４番５号 代表取締役 今田　伸二 74-7690

ﾀ9322 株式会社第一興商　広島支店 広島市南区出島１丁目３３番３７号 支店長 鹿島　竜也 (082)505-6200

ﾀ8046
○

株式会社第一総合エンジニア　呉支
店 呉市広中町１番１６－９０３号 支店長 青木　孝治 76-6806

ﾀ9323 第一法規株式会社 東京都港区南青山２丁目１１番１７号 代表取締役社長 田中　英弥 (082)545-0677

ﾀ9324 大栄環境株式会社
大阪府和泉市テクノステージ２丁目３
番２８号 代表取締役 金子　文雄 (0725)54-3061

ﾀ7357
○

大栄産業株式会社 呉市宮原６丁目１番２号 代表取締役 山本　康雄 22-1267

ﾀ7188
○

有限会社大栄タクシー 呉市音戸町藤脇２丁目１８番１号 取締役 水場　光明 56-0123

ﾀ9325
ダイキン油機エンジニアリング株式会
社

大阪府摂津市鳥飼本町４丁目６番１６
号 代表取締役 今村　勝行 (082)890-7855

ﾀ9822 株式会社大広西日本 広島市中区大手町３丁目７番５号 代表取締役 浮本　透 (082)545-7420

ﾀ9326 ダイコーフーズ株式会社 広島市南区東本浦町５番１２号 代表取締役 児玉　勝好 (082)287-2277

ﾀ9327 株式会社ダイショウ 東京都中央区八丁堀２丁目２１号２号 代表取締役 金ヶ江　大三 (03)6222-3071

ﾀ9328 株式会社大正オーディット　福岡支店
福岡市博多区博多駅東２丁目６番１
号 支店長 宗盛　大輔 (092)473-8225

ﾀ7189
○

株式会社太伸建設 呉市神山１丁目１６番１２号 代表取締役 大野　文二 33-0700

ﾀ9329 大信産業株式会社　東広島営業所 東広島市西条町御薗宇４４４１－１ 所長 菅　利典 (082)423-2517

ﾀ7190
○

大新電工株式会社　呉営業所 呉市築地町４番４０号 所長 山田　祐司 22-6111

ﾀ9823 大新東株式会社
東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地
３ 代表取締役 森下　哲好 (082)542-8533

ﾀ9859 株式会社Ｔａｉｓｅｉ
広島市安佐南区祇園３丁目２４番１７
号 代表取締役社長 吉岡　ゆかり (082)875-3232

ﾀ9330 大成機工株式会社　中国支店 広島市南区的場町１丁目２番２１号 支店長 稲垣　健一 (082)261-7701

ﾀ9755 大成リフト製造株式会社 広島市南区上東雲町１９番２号 代表取締役 岩本　一男 (082)284-0331

ﾀ9331 ダイダン株式会社　中国支店 広島市中区加古町２番２２号
執行役員中国支
店長 佐々木　昌宏 (082)241-4171

ﾀ7191
○

有限会社大忠電設 呉市押込５丁目１２番２０号 代表取締役 木村　忠夫 34-3230

ﾀ9332
大同環境エンジニアリング株式会社
東京支店 東京都台東区台東４丁目２６番８号 支店長 藤井　俊直 (03)6284-2621

ﾀ9333 ダイナミックツール株式会社
京都府相楽郡精華町精華台７丁目４
番地６ 代表取締役 大田　凱敬 (0774)98-0518

ﾀ9860
大日本コンサルタント株式会社　中国
支店 広島市南区金屋町２番１５号 支店長 稲塚　裕右 (082)535-3366

ﾀ8047
○

ダイハツ広島販売株式会社　呉宝町
店 呉市宝町３番６号 店長 林　大輔 25-3677

ﾀ7192
○

株式会社大文商行 呉市宝町４番４４号 代表取締役 布施　興一 21-4908

ﾀ9756
太平ビルサービス株式会社　広島支
店 広島市中区大手町４丁目５番２号 取締役支店長 若杉　勝義 (082)244-1592

ﾀ9334
ダイホーコンサルタント株式会社　広
島支店 広島市中区鉄砲町１番２０号 支店長 加藤　正行 (082)222-5171

ﾀ9335 株式会社ダイモン 山口県防府市佐波１丁目６番１０号 代表取締役 吉本　信晴 (0835)22-0249
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ﾀ9336 ダイユウ技研土木株式会社
東京都中央区日本橋人形町３丁目３
番１３号 代表取締役 井場　徳翁 (0823)25-8539

ﾀ8048
○

大陽日酸エネルギー株式会社　呉支
店 呉市広白岳６丁目１番２６号 支店長 吉岡　康治 72-1097

ﾀ9757 大和化成株式会社 大阪市天王寺区味原本町１番１１号 代表取締役 伊藤　秀之 (06)6767-3133

ﾀ9337 大和産業株式会社 佐賀市高木瀬西１丁目５番１９号 代表取締役 岩瀬　豊美 (0952)30-5792

ﾀ9338 大和リース株式会社　広島支店 広島市西区楠木町３丁目１番４０号 支店長 田中　徳明 (082)537-1818

ﾀ9339 タカオ株式会社 福山市御幸町中津原１７８７番地の１ 代表取締役 髙尾　典秀 (084)955-1275

ﾀ9340 タカギ産業株式会社　九州営業所
北九州市八幡西区本城東６丁目７番
８号 所長 川原　慎太郎 (093)693-7735

ﾀ8049
○

髙越工業株式会社　呉営業所 呉市三条１丁目５番１５－６０４号 所長
長谷中　ひと
み 21-8085

ﾀ7358
○

株式会社タガ事務機 呉市本通６丁目２番１０号 代表取締役 多賀　茂 21-1651

ﾀ9341 高千穂商事株式会社
東京都港区虎ノ門５丁目３番２０－４１
５号 代表取締役 牧野　正明 (03)6450-1011

ﾀ9342 株式会社タカハシ 大阪市城東区中浜２丁目１１番１１号 代表取締役 髙橋　義男 (072)987-2260

ﾀ7193
○

有限会社髙橋ケーオー堂 呉市中通４丁目１１番７－１０１号 代表取締役 竹田　幸男 25-6161

ﾀ9343
株式会社高見沢サイバネティックス
大阪営業所 大阪市北区堂山町３番３号 所長 樺島　秀記 (06)6363-8991

ﾀ9344 株式会社タクト・マシン・サービス 東京都港区芝大門２丁目９番１６号 代表取締役 田中　健太郎 (03)6721-5030

ﾀ9345 株式会社武内商会 広島市南区皆実町１丁目９番４１号 代表取締役 武内　良夫 (082)254-3600

ﾀ7194
○

有限会社竹岡設備 呉市神原町７番１０号 代表取締役 竹岡　健司 23-5234

ﾀ7195
○

有限会社タケダ 呉市海岸２丁目６番１号 代表取締役 伊藤　利秀 24-2320

ﾀ7196
○

株式会社武中産業 呉市阿賀南２丁目７番２０号 代表取締役 中田　祥之 71-2222

ﾀ7197
○

竹中モータース株式会社 呉市阿賀南７丁目１０番２９号 代表取締役 竹中　雅征 73-7000

ﾀ9758 株式会社タケミ・コーポレーション 堺市西区山田２丁１９１番地１ 代表取締役 廣瀨 丈巳 (072)294-9801

ﾀ7198
○

有限会社竹本住宅設備 呉市安浦町内海北２丁目３番１７号 代表取締役 竹本　真佐人 84-2062

ﾀ7199
○

株式会社田島
呉市郷原町字一ノ松光山１２５０７番
地９２０ 代表取締役 坂下　令二 70-3100

ﾀ7200
○

株式会社樹建設 呉市音戸町波多見１０丁目２５番１号 代表取締役 新谷　秀樹 69-0137

ﾀ9346 株式会社ダック 広島市中区鶴見町４番２５号 代表取締役社長 平佐　敬 (082)504-5407

ﾀ8050
○

株式会社立芝　呉営業所 呉市音戸町北隠渡２丁目４番８－７号 呉営業所長 島田　英樹 50-0013

ﾀ9347 田中機電工業株式会社 岡山市北区横井上１６９６番地の２ 代表取締役 田中　一郎 (086)294-7788

ﾀ7201
○

田中自動車鈑金 呉市三条２丁目３番２３号 代表 田中　栄治 24-6505

ﾀ9348 田中電機工業株式会社 広島市南区大州１丁目５番２４号 代表取締役 田中　秀和 (082)282-0281

ﾀ9349 谷口商会株式会社 岡山市南区藤田３３８番地の３１ 代表取締役 谷口　隼人 (086)296-5906

ﾀ7202
○

谷口電機産業株式会社 呉市中通４丁目１０番３号 代表取締役 谷口　仁崇 21-5549

ﾀ9350 タニコー株式会社　広島営業所
広島市安佐南区東野１丁目４番１６の
４号 営業所長 藤井　伸顕 (082)870-7701

ﾀ7359
○

谷本印刷所 呉市伏原１丁目４番１８号 奥山　頼男 21-1818

ﾀ9351
玉野総合コンサルタント株式会社　広
島事務所 広島市中区八丁堀５番７号 所長 庄司　公夫 (082)223-3382

ﾀ7203
○

玉理興業株式会社 呉市仁方本町３丁目５番５号 代表取締役 玉理　省造 79-5115

ﾀ9352 株式会社丹青社 東京都港区港南１丁目２番７０号 代表取締役 高橋　貴志 (03)6455-8151
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ﾁ9353 株式会社地域計画工房 広島市西区三篠町３丁目３番３号 代表取締役 藤岡　憲三 (082)238-5111

ﾁ9354 株式会社地域経済研究所 大阪市中央区石町１丁目１番１号 代表取締役 井上　浩一 (06)6314-6300

ﾁ9759 株式会社地域事業再生パートナーズ 廿日市市宮内４４３３番地２０３号 代表取締役 今若　明 (0829)30-8210

ﾁ9355
株式会社地域未来研究所　中国四国
事務所 広島市南区的場町１丁目１番２１号 所長 田中　雅宣 (082)568-6081

ﾁ9760 株式会社知識経営研究所 東京都港区麻布十番２丁目１１番５号 代表取締役 笹井　幹夫 (03)5442-8421

ﾁ9356
地中エンジニアリング株式会社　大阪
営業所 大阪市北区西天満３丁目１３番１８号 所長 飯田　俊也 (06)6131-3551

ﾁ9357
株式会社中央ジオマチックス　広島営
業所 広島市中区千田町１丁目８番３号 所長 紀村　俊昭 (082)245-3082

ﾁ9358
中央復建コンサルタンツ株式会社　中
国支社 広島市東区光町１丁目１２番１６号 支社長 中矢　訓史 (082)568-0556

ﾁ9359 中外テクノス株式会社 広島市西区横川新町９番１２号 代表取締役 福馬　聡之 (082)295-2237

ﾁ9360 中機工業株式会社 広島市中区宝町１番１５号 代表取締役 新開　耕治 (082)243-7414

ﾁ7360
○

中鋼運輸株式会社 呉市広町田２丁目７番４１号 代表取締役 竹内　秀樹 71-1166

ﾁ9361 中国ＳＣ開発株式会社 広島市南区松原町１番２号 代表取締役 竹中　靖 (082)506-2556

ﾁ9362
中国エンジニアリングサービス株式会
社 広島市南区東雲２丁目１４番６号 代表取締役 寳来　駿一 (082)283-2737

ﾁ8051
○

中国開発調査株式会社　呉事務所 呉市朝日町９番６－２０１号 所長 石原　光記 32-5491

ﾁ7204
○

中国ガス機器株式会社 呉市音戸町田原１丁目１２番６号 代表取締役 花岡　義之 51-2175

ﾁ9761 株式会社中国環境分析センター 竹原市塩町１丁目３番１号 代表取締役 佐村　隆志 (0846)22-2629

ﾁ7205
○

中国工業株式会社 呉市西中央４丁目９番１２号 代表取締役 山崎　寛太郎 21-1556

ﾁ9363 中国三建サービス株式会社 広島市中区白島中町７番１７号 代表取締役 寺本　明男 (082)502-1066

ﾁ7206
○

中国酸素株式会社 呉市仁方皆実町３番１３号 代表取締役 川崎　能弘 79-5151

ﾁ9364 株式会社中国四国博報堂 広島市中区大手町３丁目７番５号 代表取締役社長 左近　成弘 (082)248-0420

ﾁ8052
○

株式会社中国新聞サービスセンター
呉営業所 呉市広大新開１丁目３番１１号 所長 福本　正浩 75-0133

ﾁ9366 中国水工株式会社　広島事務所 広島市西区己斐中１丁目６番２号 所長 森　茂久 (082)507-2340

ﾁ9824 中国水工株式会社　広島事務所 広島市西区己斐中１丁目６番２号 所長 森　茂久 (082)507-2340

ﾁ9367 有限会社中国建物管理
広島市佐伯区薬師が丘３丁目２２番２
１号 代表取締役 長尾　顕臣 (082)928-8601

ﾁ9368
公益財団法人中国地域創造研究セン
ター 広島市中区小町４番３３号 会長 瀧本　夏彦 (082)245-7900

ﾁ7361
○

株式会社中国通信 呉市本通５丁目１番２９号 代表取締役 加藤　浩 21-9191

ﾁ8053
○

一般財団法人中国電気保安協会　広
島支店　呉営業所 呉市阿賀南２丁目９番３２号 所長 西山　政和 75-1376

ﾁ9369 中国電設工業株式会社 広島市中区千田町３丁目１０番５号 代表取締役 野村　正覚 (082)241-0111

ﾁ9762 中国電力株式会社 広島市中区小町４番３３号 代表取締役 清水　希茂 26-2626

ﾁ7207
○

有限会社中国堂書店 呉市中通３丁目８番３号 代表取締役 湊　義彦 21-4566

ﾁ9370 株式会社中国ネオ 広島市西区庚午北２丁目６番２８号 代表取締役 藤井　謙三 (082)507-7210

ﾁ9371 株式会社中国パラテックス 岡山市南区新保１１１６番地の７ 代表取締役 前川　直樹 (086)224-4762

ﾁ9372 株式会社中国日立 安芸郡府中町茂陰１丁目２番１０号 代表取締役 岡田　邦利 (082)284-1211

ﾁ7208
○

株式会社中国防災管理協会 呉市東中央２丁目８番１７号 代表取締役 糸谷　博之 24-1854

ﾁ9763 株式会社中国放送 広島市中区基町２１番３号 代表取締役社長 宮迫　良己 (082)222-1136
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ﾁ9373 中四国ソルト株式会社　広島営業所
広島市安芸区矢野新町２丁目３番３０
号 所長 塚本　竜也 (082)886-3306

ﾁ9374
中電技術コンサルタント株式会社　広
島支社 広島市南区出汐２丁目３番２９号 支社長 川本　智博 (082)256-3344

ﾁ8054
○

株式会社中電工　呉営業所 呉市中央２丁目２番１号 所長 八城　秀樹 23-9111

ﾁ7209
○

朝鮮通信使行列保存会 呉市下蒲刈町下島２３６１番地の７ 会長 菅原　廣三 65-2029

ﾁ9375 株式会社長大　広島支社 広島市中区鉄砲町７番１８号 支社長 香川　昭之介 (082)511-8400

ﾁ9376 千代田工業株式会社　大阪営業所 大阪市北区天神橋２丁目北１番２１号 所長 大島　康成 (06)6358-3541

ﾁ9377 千代田興産株式会社　中国支店 広島市中区中町７番３２号 取締役支店長 宮脇　一朋 (082)249-1141

ﾁ9379 千代田テクノ株式会社
広島市佐伯区五日市町大字石内３２
８０番地 代表取締役 中井　宗隆 (082)928-1204

ﾁ9378 千代田テクノ株式会社 山県郡北広島町本地２８２０番地 代表取締役 中寄　敏彦 (0826)72-6651

ﾂ9380 株式会社通電技術
札幌市白石区平和通２丁目北１１番２
０号 代表取締役 楠美　宗城 (011)863-0921

ﾂ9381 月島機械株式会社　広島支店 広島市中区橋本町１０番１０号 支店長 清田　祐爾 (082)227-3093

ﾂ9382
月島テクノメンテサービス株式会社
大阪支社　西日本営業部 大阪市中央区瓦町３丁目６番５号 部長 石橋　稔章 (06)6231-4800

ﾂ7362
○

築山造園 呉市西辰川１丁目７番２２号 築山　光 27-3442

ﾂ9383 津高商事株式会社 岡山市北区吉宗６５２番地 代表取締役 桐山　淑恵 (086)236-9151

ﾂ7363
○

有限会社土博 呉市広古新開１丁目９番４号 代表取締役 土岡　浩二 71-2030

ﾂ7210
○

有限会社つちやスポーツ 呉市焼山北１丁目５番１２号 代表取締役 土屋　彰治 33-7300

ﾂ9384 都築電気株式会社　広島営業所 広島市中区基町５番４４号 所長 才木　達雄 (082)221-8332

ﾂ7364
○

株式会社つばきコーポレーション 呉市警固屋２丁目６番３６号 代表取締役 神鳥　琢美 28-0303

ﾂ9385 株式会社鶴見製作所　中国支店 広島市佐伯区吉見園１番２１号 支店長 杉浦　誠一 (082)923-5171

ﾃ9386 ＴＩＳ株式会社　産業公共事業本部 大阪市北区堂島浜１丁目２番１号 公共事業部長 陀安　哲 (052)566-1290

ﾃ8055
○

ティーエスアルフレッサ株式会社　呉
支店 呉市築地町５番１６号 支店長 片桐　隆雄 22-2313

ﾃ9387 ＴＳＰ太陽株式会社　広島営業所 広島市東区光町１丁目１２番１６号 所長 東　康浩 (082)506-4415

ﾃ9388 株式会社ＤＰＰヘルスパートナーズ 広島市南区京橋町１番２３号 代表取締役 内海　良夫 (082)263-8874

ﾃ9861 株式会社ＴＳＳプロダクション 広島市南区出汐２丁目３番１８号 代表取締役社長 稲垣　宏 (082)505-0223

ﾃ9764 株式会社ディエスジャパン　広島店 広島市西区大宮１丁目１７番１７号 店長 小村　伸二 (082)535-1127

ﾃ7211
○

有限会社テイクアップ 呉市広弁天橋町７番７号 代表取締役 福島　正彦 74-1144

ﾃ9389 株式会社ＴＫＣ 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地 代表取締役社長 飯塚　真規 (028)648-2111

ﾃ9390 帝國繊維株式会社 東京都中央区日本橋２丁目５番１号 取締役社長 桝谷　徹 (03)3281-3036

ﾃ9391
株式会社帝国データバンク　広島支
店 広島市中区中町７番４１号 支店長 河西　右泰 (082)241-5281

ﾃ7212
○

Ｔ・Ｔ建設 呉市豊町大長５２７４番地１ 代表 田中　敏夫 66-2630

ﾃ9862 株式会社デイ・ディライト
広島市西区中広町３丁目２番１７－２
０１号 代表取締役 藤原　克明 (082)208-4510

ﾃ9392 株式会社データベース　関西支店
神戸市中央区中山手通５丁目１番１
号 支店長 八代　哲治 (078)361-0227

ﾃ9393 株式会社データホライゾン
広島市西区草津新町１丁目２１番３５
号 代表取締役 内海　良夫 (082)279-5553

ﾃ9394 株式会社テクニカ 広島市南区元宇品町４１番２５号 代表取締役 釜屋　宏基 (082)251-0171

ﾃ9395 株式会社テクノスジャパン　中国支店 広島市安佐北区口田２丁目２４番２号 支店長 三小田　和則 (082)841-4160
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ﾃ9396 テスコ株式会社
東京都千代田区西神田１丁目４番５
号 代表取締役 髙橋　久治 (03)5244-5319

ﾃ9397 株式会社テスコム
福岡県大野城市御笠川４丁目１１番１
９号 代表取締役 石田　繁則 (092)558-3961

ﾃ7213
○

寺本環境株式会社 呉市広多賀谷３丁目７番１３号 代表取締役 寺本　久恵 36-4300

ﾃ9765 株式会社テレビ新広島 広島市南区出汐２丁目３番１９号 代表取締役社長 箕輪　幸人 (082)256-2212

ﾃ7214
○

有限会社電化ショップユー 呉市仁方西神町１番１９号 取締役 銭谷　勇一 79-5991

ﾃ7215
○

株式会社電広 呉市西中央５丁目９番１０号 代表取締役 佐々木　祐二 25-1177

ﾃ9398 株式会社電算システム 岐阜市日置江１丁目５８番地

取締役副社長執
行役員事業本部
長 松浦　陽司 (030)3206-6556

ﾄ7216
○

有限会社土井運送総業 呉市海岸４丁目８番１０号 代表取締役 土井　憲治 21-8373

ﾄ9766
東亜グラウト工業株式会社　中四国支
店

広島市佐伯区海老園１丁目１０番３６
号１ 支店長 井田　源太郎 (082)943-7341

ﾄ9863 株式会社ＴＷＩＮＫＬＥ 広島市中区八丁堀１１番２８号 代表取締役 居田　光樹 (082)225-7345

ﾄ9399
東映株式会社　教育映像部広島出張
所 広島市中区橋本町５番２号 所長 大東　駒吉 (082)511-2066

ﾄ9400 東海リース株式会社　広島支店 広島市南区的場町１丁目３番６号 支店長 坂本　浩二 (082)568-0720

ﾄ9401 東京インタープレイ株式会社 東京都中央区日本橋２丁目１０番８号 代表取締役 米田　英輝 (03)5825-4048

ﾄ8105
○

東京海上日動火災保険株式会社　呉
支社 呉市中央１丁目４番２４号 呉支社長 川畑　直也 23-1330

ﾄ9767
株式会社東京商工リサーチ　広島支
社 広島市中区八丁堀１４番４号 支社長 平良　靖 (082)221-8282

ﾄ9402 株式会社東京設計事務所　広島支所 広島市中区中町７番４１号 支所長 松木　昇 (082)242-1440

ﾄ9403 東京反訳株式会社　大阪支店 大阪市北区南森町２丁目２番地９号 支店長 吉條　一 (06)6755-4013

ﾄ9404 株式会社東京法規出版
東京都文京区本駒込２丁目２９番２２
号 代表取締役 菅　国典 (03)5977-0300

ﾄ9405 東広商事株式会社 東広島市黒瀬町小多田１６番地９２ 代表取締役 佐々木　浩 (082)426-3465

ﾄ9406
東芝インフラシステムズ株式会社　中
国支社 広島市中区鉄砲町７番１８号 統括責任者 富田　佳則 (082)212-3633

ﾄ9407 東芝エレベータ株式会社　中国支社 広島市中区大手町２丁目７番１０号 支社長 竹本　秀樹 (082)504-1049

ﾄ9408
東芝デジタルソリューションズ株式会
社　中国支社 広島市中区鉄砲町７番１８号 支社長 小俣　浩之 (082)212-3644

ﾄ9409
東芝ライテック株式会社　中国システ
ム営業所 広島市中区鉄砲町７番１８号 所長 札元　茂 (082)212-1242

ﾄ9410 東神実業株式会社　広島営業所 広島市中区銀山町１番１１号 所長 田尾　英司 (082)249-0860

ﾄ7217
○

当田印刷株式会社 呉市阿賀南２丁目９番４７号 代表取締役 当田　信幸 71-7762

ﾄ9768
東武トップツアーズ株式会社　広島支
店 広島市中区本通６番１１号 支店長 小坂　正宏 (082)545-1090

ﾄ7218
○

東邦電気工事株式会社 呉市和庄登町１１番３号 代表取締役 加二谷　恵 21-1346

ﾄ9864 東洋計器株式会社　中国支店 広島市西区南観音３丁目５番２号 支店長 大川　知之 (082)234-3801

ﾄ9411 東洋産業株式会社　広島支店 広島市南区東本浦町３番９号 支店長代理 田葉　洋平 (082)282-2076

ﾄ9412 株式会社東洋食品 東京都台東区東上野１丁目１４番４号 代表取締役 荻久保　英男 (03)3836-1291

ﾄ9413 東洋熱工業株式会社　中国支店 広島市中区八丁堀５－７ 支店長 横田　秀樹 (082)511-8271

ﾄ7219
○

東洋物産商会株式会社 呉市広古新開８丁目３０番１０号 代表取締役 倉本　沙綾 72-4177

ﾄ9414 東洋メンテナス株式会社
大阪府東大阪市本庄西１丁目１０番２
４号 代表取締役社長 尾曲　浩明 (06)4309-0880

ﾄ9415 東洋リフト製造株式会社
広島市安佐南区伴西４丁目２２２０番
地１ 代表取締役 尼児　秀明 (082)848-2251

ﾄ9416 東和環境科学株式会社 広島市中区舟入町６番５号 代表取締役 平川　剛 (082)297-6111
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ﾄ9417 株式会社東和テクノロジー 広島市中区広瀬北町３番１１号 代表取締役 友田　啓二郎 (082)297-8700

ﾄ9769 株式会社トーカイ　中国支店 岡山市東区九蟠８００番地１ 支店長 木村　勝久 (086)948-4654

ﾄ9770 株式会社トーケミ　広島営業所 広島市東区光町２丁目９番３０号 所長 河崎　進一 (082)568-7877

ﾄ9418 株式会社トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町３番２３号 代表取締役 山村　健一郎 (03)3221-5558

ﾄ9419
有限責任監査法人トーマツ　大阪事
務所 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 事務所長 河津　誠司 (06)4560-6033

ﾄ9420 株式会社ドーン 神戸市中央区磯上通２丁目２番２１号 代表取締役 宮崎　正伸 (078)222-9700

ﾄ7220
○

株式会社渡川石油店 呉市安浦町安登西５丁目４番２０号 代表取締役 渡川　陽二郎 84-3408

ﾄ9421 株式会社常盤商会 山口県宇部市新町１２番１号 代表取締役 植村　育夫 (082)532-8300

ﾄ7221
○

得田商店 呉市豊浜町豊島甲３４７２番地の４３ 得田　孝行 68-2055

ﾄ9422
株式会社トクヤマ　資源リサイクル営
業グループ 山口県周南市御影町１番１号 グループリーダー 佐藤　厚秀 (0834)34-2505

ﾄ9423 都市環境整備株式会社 広島市西区西観音町１５番９号 代表取締役 谷本　次郎 (082)532-5155

ﾄ8056
○

株式会社都市工学コンサルタント　呉
事務所 呉市音戸町波多見５丁目２３番５号 所長 北口　忠 43-1757

ﾄ9424 都市道路開発株式会社 広島市中区本川町２丁目６番２１号 代表取締役 髙島　尚大 (082)293-4580

ﾄ9425 株式会社都市ビルサービス 東広島市八本松町原４７９２番地 代表取締役 廣田　吉則 (082)429-3737

ﾄ9426 株式会社図書館流通センター 東京都文京区大塚３丁目１番１号 代表取締役 細川　博史 (03)3943-2221

ﾄ9825 株式会社鳥取県情報センター 鳥取市寺町５０番地 代表取締役社長 湊　正彦 (0857)27-5070

ﾄ9427 凸版印刷株式会社　中四国事業部
広島市安佐南区祇園３丁目２６番３０
号 第一営業本部長 小畑　雄介 (082)850-0231

ﾄ9428
トッパン･フォームズ株式会社　関西事
業部　中四国営業本部　広島営業所 広島市南区稲荷町２番１４号 所長 神田　英樹 (082)263-1155

ﾄ7222
○

富田肥料株式会社 呉市広名田１丁目４番３８号 代表取締役 富田　文平 73-1155

ﾄ7223
○

冨永ドライ商会 呉市上長迫町１９番３４号 店主 冨永　則雄 25-0720

ﾄ7224
○

株式会社富廣産業 呉市広弁天橋町７番９号 代表取締役 富田　輝久 72-9733

ﾄ9429 株式会社トモ企画 東広島市黒瀬町南方１９９番地１３４ 代表取締役 保田　智典 (090)9996-5964

ﾄ7225
○

株式会社豊國 呉市築地町５番１４号 代表取締役 山路　惠司 22-5171

ﾄ8057
○

トヨタエルアンドエフ広島株式会社　広
営業所 呉市広多賀谷１丁目８番６号 所長 河原　王二 75-2300

ﾄ9430 株式会社トヨタレンタリース広島 広島市中区白島北町１１番１４号 支配人 久保木　稔 (082)222-8866

ﾄ7226
○

株式会社トライ・エックス 呉市本通４丁目５番１７号 代表取締役 谷井　剛 22-6217

ﾄ7324
○

株式会社トライサクセス 呉市本通４丁目５番１７号 代表取締役 荒地　清水 22-6217

ﾄ9431 株式会社ドリームホップ
東京都千代田区飯田橋１丁目８番１０
号 代表取締役 椋野　俊之 (050)1741-7172

ﾅ8058
○

内海衛生社　豊浜営業所 呉市豊浜町豊島３３２２番地１ 所長 森川　尊介 (0846)62-1236

ﾅ7227
○

株式会社内海開発 呉市広大新開２丁目４番２号 代表取締役 山口　恒 72-4122

ﾅ7228
○

内外冷熱株式会社 呉市伏原２丁目８番６号 代表取締役 小島　克典 21-4263

ﾅ7229
○

中畦商店 呉市安浦町内海南１丁目９番３９号 中畦　弘 84-2128

ﾅ9432 株式会社中尾鉄工所 広島市南区出島１丁目３４番５６号 代表取締役 中尾　和夫 (082)253-2181

ﾅ9433 長田広告株式会社
愛知県津島市東柳原町５丁目５番地
１ 代表取締役 長田　一郎 (0567)26-6800

ﾅ7230
○

中田石油店 呉市倉橋町７１２５番地 中田　正志 56-0016
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ﾅ9865 中哲合同会社
東京都足立区六月３丁目７番１２号５
０５ 代表社員 陳　妙芬 (048)708-5168

ﾅ9434 株式会社中西製作所　中四国支店 広島市安佐南区西原７丁目８番４１号 支店長 高塚　譲治 (082)871-7681

ﾅ7231
○

有限会社中能組 呉市倉橋町６６４３番地 代表取締役 中能　伸悟 53-1245

ﾅ7232
○

有限会社永野建設 呉市三条４丁目１番１２号 代表取締役 永野　芳一 21-5650

ﾅ9435 長野ポンプ株式会社　大阪営業所 大阪府吹田市豊津町１番３１号 所長 東野　敏行 (06)6330-7510

ﾅ7233
○

長浜産業株式会社　呉営業所 呉市広駅前２丁目８番３２号 統括部長 片木　裕之 72-5000

ﾅ7234
○

中原建設株式会社 呉市川尻町西１丁目２番４２号 代表取締役 中原　勉 87-2446

ﾅ7235
○

有限会社なかま急便 呉市本通６丁目６番５号 代表取締役 仲摩　健次 22-1954

ﾅ8059
○

株式会社ナカムラ　呉事務所 呉市中通２丁目３番３０－３０７号 常務取締役 中村　洋平 (0829)34-0311

ﾅ9436 株式会社中村酸素 広島市中区江波沖町６番３１号 代表取締役 中村　孔保 (082)292-6000

ﾅ7236
○

株式会社ナガラ 呉市三条２丁目１０番３号 代表取締役 阿武　祥雄 21-4378

ﾅ9437 株式会社ナガワ　広島営業所 広島市中区橋本町１０番１０号 所長 橋本　考央 (082)502-6255

ﾅ7398
○

株式会社浪速工業所 呉市中通１丁目３番２８号 代表取締役 三十日　直幸 23-2166

ﾅ7237
○

有限会社なべタクシー 呉市警固屋４丁目５番１３号 代表取締役 岩沖　卓雄 28-1122

ﾅ7365
○

株式会社南州科学 呉市広塩焼２丁目２０番９号 代表取締役 谷本　治俊 72-5642

ﾆ8060
○

有限会社西明商店　呉営業所 呉市安浦町中央７丁目１８６５番８５ 所長 佐藤　章徳 84-4727

ﾆ9438 株式会社西岡工業 広島市東区馬木３丁目５番１４号 代表取締役 西岡　徳人 (082)899-4070

ﾆ9866 株式会社ニシ・スポーツ　中国営業所 広島市西区竜王町４番４－１０６号 所長 宇家　徹 (03)6369-9020

ﾆ9439
株式会社西日本水道センター　広島
支店 広島市中区八丁堀１番２３－９１５号 支店長 金満　芳幸 (082)502-4721

ﾆ9440 西日本電信電話株式会社　中国支店 広島市中区基町６番７７号 支店長 猪倉　稔正 (082)226-3305

ﾆ7240
○

西日本ドラッグ株式会社 呉市東中央１丁目６番１５号 代表取締役 宇都　淳子 25-4380

ﾆ9441 西日本フードサービス株式会社
北九州市小倉南区下城野３丁目３番
２号 代表取締役 西村　繁 (0835)27-1900

ﾆ9771
西日本リネンサプライ株式会社　リー
スキン東支店 安芸郡海田町南つくも町１３番３５号 支店長 清水　利信 (082)824-1141

ﾆ9442 株式会社西原環境　関西支店 大阪市淀川区西中島３丁目９番１２号 支店長 森　元裕 (06)4805-7750

ﾆ7238
○

有限会社西宮建設 呉市豊浜町大字豊島３５１３番地の４ 代表取締役 西宮　清則 68-3164

ﾆ7239
○

西本園芸 呉市安浦町内海南４丁目６番１３号 西本　勝弘 84-3655

ﾆ9443 株式会社ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２丁目９
番地 代表取締役 森　信介 (082)247-4275

ﾆ9444 株式会社日米クック 大阪市北区大淀中１丁目１７番２２号 代表取締役社長 米谷　素明 (082)291-5282

ﾆ7241
○

ニッキフッコー株式会社 呉市広白岳３丁目１番５２号 代表取締役 小林　通匡 76-6281

ﾆ9445 株式会社ニック
福岡県大野城市川久保３丁目１番２３
号 代表取締役 松浦　豊喜 (092)504-2489

ﾆ7366
○

株式会社ニッケン 呉市光町８番５号 代表取締役 上田　武彦 25-1310

ﾆ9446
株式会社日建技術コンサルタント　中
国支社 広島市中区舟入本町２番３２－１号 支社長 橋本　富吉 (082)503-2170

ﾆ9447 株式会社日建設計シビル 大阪市中央区高麗橋４丁目６番２号 代表取締役社長 岡田　亨嗣 (06)6229-6399

ﾆ7367
○

有限会社日広工業 呉市郷原町２３８０番地２５０ 代表取締役 外野　信一郎 77-1453

ﾆ8061
○

株式会社日航コンサルタント　呉営業
所 呉市焼山北２丁目２１番３号 所長 咲田　敏光 69-9730
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ﾆ9449 株式会社日興商会　広島支店 広島市西区庚午中４丁目１４番１９号 支店長 福間　英生 (082)273-2090

ﾆ9448 ニッコー有機株式会社 竹原市小梨町萬歳９８８２番地 代表取締役 山野　隆司 (0846)22-4711

ﾆ9450 株式会社ニッコク　広島支店 広島市西区東観音町６番９－１０２号 支店長 中道　普 (082)297-0314

ﾆ9451 株式会社日産フィナンシャルサービス 千葉市美浜区中瀬２丁目６番地１ 代表取締役 風間　一彦 (082)503-5623

ﾆ9452 日清医療食品株式会社　中国支店 広島市中区八丁堀３番３３号 支店長 中園　忠雄 (082)211-1230

ﾆ9453 日新精器株式会社 広島市南区東雲２丁目１３番１５号 代表取締役 松村　安和 (082)286-7511

ﾆ9454 日進設備工業株式会社 高知市百石町４丁目１１番６号 代表取締役 岡﨑　敏子 (088)831-5000

ﾆ9867 日進測量株式会社　三原営業所 三原市皆実１丁目２３番１９号 営業所長 藤澤　政行 (0848)61-2685

ﾆ9826 日信防災株式会社　広島支店 広島市東区若草町９番７号 支店長 清水　秀一 (082)261-6830

ﾆ9772 株式会社日水コン　広島支所 広島市南区京橋町９番２１号 支所長 向井　昌彦 (082)263-2161

ﾆ9455 日成ビルド工業株式会社　広島支店 広島市東区上大須賀町１番１６号 支店長 西　祐一郎 (082)263-6255

ﾆ9456 日成プラント株式会社 広島市東区中山北町１番１９号 代表取締役 石木　静都 (082)280-2712

ﾆ9457 株式会社日積サーベイ　東京オフィス 東京都中央区新川１丁目２２番４号 所長 清水　達広 (03)6822-9244

ﾆ9458 日通商事株式会社　広島支店 広島市南区西蟹屋３丁目２番１号 支店長 久保　雅裕 (082)264-4960

ﾆ9459
日鉄物産株式会社　名古屋支店　厚
板･建材営業部 名古屋市中区栄１丁目３番３号

厚板･建材営業部
長 谷　力 (052)212-2052

ﾆ9460 株式会社日展 大阪市北区万歳町３番７号 代表取締役 田加井　徹 (06)6362-2210

ﾆ9868
日東カストディアル・サービス株式会
社　広島支店 広島市中区田中町６番１６号 支店長 西中　輝樹 (082)249-1908

ﾆ9461
日本オーチス･エレベータ株式会社
中国支店 広島市南区稲荷町４番１号 支店長 緒方　直樹 (082)263-7111

ﾆ9462
日本カーソリューションズ株式会社
広島支店 広島市中区東白島町１４番１５号 支店長 安曽　正徳 (082)211-2299

ﾆ9463 日本カルミック株式会社
東京都千代田区九段南１丁目５番１０
号 代表取締役 髙居　隆章 (082)240-6811

ﾆ9464 日本コンピューター株式会社
北九州市小倉北区鍛冶町２丁目４番
１号 代表取締役 原田　栄一 (048)649-1666

ﾆ9465 日本通運株式会社　広島支店 広島市南区西蟹屋３丁目２番１号
執行役員広島支
店長 藤本　達也 (082)261-1183

ﾆ9466 日本電気株式会社　中国支社 広島市中区八丁堀１６番１１号 支社長 辻　貴夫 (082)512-1301

ﾆ9467 日本ビルコン株式会社　中四国支社 広島市東区二葉の里２丁目５番１６号 支社長 美濃　和成 (082)263-1520

ﾆ9468 株式会社日本マンパワー
東京都千代田区神田東松下町４７番
１号 代表取締役 加藤　智明 (03)5294-5011

ﾆ9469 ニッポンレンタカー中国株式会社 広島市中区東千田町２丁目１０番６号 代表取締役 西澤　富夫 (082)249-3751

ﾆ9470 日本アイ･ビー･エム株式会社 東京都中央区日本橋箱崎１９番２１号 代表取締役 山口　明夫 (050)3150-0928

ﾆ9773 有限会社日本一安い罠の店
大分県由布市挾間町来鉢２９９６番地
２ 代表取締役 三重野　丈一 (097)583-6767

ﾆ9471
株式会社日本インシーク　広島営業
所 広島市中区鉄砲町７番１８号 所長 迫　啓介 (082)553-9140

ﾆ9472 株式会社日本ウォーターテックス 埼玉県幸手市緑台１丁目１９番１１号 代表取締役 佐藤　亮 (0480)47-3535

ﾆ9473 一般社団法人日本家族計画協会
東京都新宿区市谷田町１丁目１０番
地 理事長 北村　邦夫 (03)3269-4727

ﾆ9474 一般財団法人日本環境衛生センター
福岡県大野城市白木原３丁目５番１１
号 西日本支局長 野田　誠一郎 (092)593-8225

ﾆ9475 日本管財株式会社　中国四国支店 広島市中区八丁堀１５番８号 支店長 西田　和貴 (082)222-5841

ﾆ9476
株式会社日本管財環境サービス　中
国支店 山口市小郡高砂町２番７号 支店長 梅木　紀明 (083)976-0345

ﾆ8062
○

日本基準寝具株式会社　呉営業所 呉市広古新開１丁目２番３７号 所長 印丸　賢太 76-3933
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ﾆ9869
日本空調サービス株式会社　中四国
支店 広島市西区三篠町１丁目３番１２号 支店長 増田　弘紀 (082)962-4061

ﾆ9477
一般社団法人日本経営協会　関西本
部 大阪市西区靱本町１丁目８番４号 関西本部長 白石　大輔 (06)6443-6961

ﾆ9478 日本原料株式会社　広島営業所 広島市中区八丁堀１１－２４ 所長 内藤　優介 (082)211-5555

ﾆ9479 日本工営株式会社　広島支店 広島市中区八丁堀５番７号 支店長 井戸　和彦 (082)205-5020

ﾆ9480 日本光電工業株式会社　中国支店 広島市西区楠木町３丁目１５番８号 支店長 平岡　伸章 (050)3819-4760

ﾆ9481 日本国民食株式会社
東京都中央区日本橋堀留町２丁目４
番３号 代表取締役 市川　敏一 (03)6861-4499

ﾆ9482 日本コムテック株式会社　東京支店
東京都千代田区内神田２丁目１２番１
２号 支配人 関山　学 (03)3254-8501

ﾆ9483 株式会社日本斎苑 広島市中区本川町２丁目１番９号 代表取締役 渡部　彰 (082)942-1006

ﾆ9827 日本システム企画株式会社 東京都渋谷区笹塚２丁目２１番１２号 代表取締役 熊野　活行 (03)3377-1106

ﾆ9484 日本システムケア株式会社 東京都品川区東品川２丁目３番１２号 代表取締役 家近　茂 (03)6228-1010

ﾆ9485 日本信号株式会社　広島営業所 広島市東区若草町９番７号 広島営業所長 門屋　範明 (082)261-7706

ﾆ9486 日本水工設計株式会社　広島支社 広島市南区的場町１丁目３番６号 執行役員支社長 浦川　和久 (082)264-1160

ﾆ9487 日本水道管路株式会社
東京都中央区晴海３丁目１３番１－４
９２３号 代表取締役 佐藤　伸二 (03)3531-6300

ﾆ9488 株式会社日本選挙センター
東京都千代田区神田神保町１丁目３
４番地 代表取締役 中村　公英 (03)3294-5251

ﾆ9489 株式会社日本総合科学 福山市箕島町南丘３９９番地４６ 代表取締役 近本　肥于 (084)981-0181

ﾆ9490 株式会社日本綜合経営協会 大阪市北区野崎町６番７号 代表取締役 野口　博睦 (06)6362-4181

ﾆ9774 日本ソフト開発株式会社 滋賀県米原市米原西２３番地 代表取締役社長 蒲生　仙治 (0749)52-3811

ﾆ8096
○

株式会社日本彫刻工芸　呉営業所 呉市海岸１丁目１１番１６号 営業所長 山田　英司 24-8888

ﾆ9491 日本調理機株式会社　中国支店 広島市西区楠木町３丁目６番９号 支店長 上野　孝宏 (082)239-0655

ﾆ9492 日本通信株式会社
兵庫県尼崎市東難波町５丁目１７番２
３号 代表取締役 樽谷　亮 (06)4950-9347

ﾆ9493 日本通信紙株式会社　広島支店 広島市西区大芝３丁目１３番１０号 支店長 岡村　秀俊 (082)225-7480

ﾆ9775 日本電子株式会社　広島支店 広島市中区橋本町１０番６号 支店長 栃木　啓治 (082)221-2500

ﾆ9494
日本トータルテレマーケティング株式
会社 東京都渋谷区渋谷３丁目１２番１８号 代表取締役 森　真吾 (03)6730-0001

ﾆ7368
○

日本ビルケア有限会社 呉市広駅前２丁目４番６号 代表取締役 荒角　充 74-3413

ﾆ9495
一般財団法人日本不動産研究所　中
四国支社 広島市中区胡町４番２１号 支社長 仁王頭　毅 (082)541-3211

ﾆ9496 日本防蝕工業株式会社　中国支店 広島市中区大手町５丁目１番１号 支店長 手島　博之 (082)243-2720

ﾆ8063
○

日本マーツ株式会社　呉営業所 呉市阿賀南１丁目８番３７号 所長 大谷　良介 70-0512

ﾆ9497 日本ミクニヤ株式会社　中国支店 広島市南区出島１丁目１１番１４号 支店長 富本　啓介 (082)251-3928

ﾆ9498 日本無線株式会社　中国支社 広島市中区八丁堀７番２号 支社長 小藥　誠司 (082)224-5551

ﾆ9499 株式会社日本メディカ 東京都日野市高幡５０７番地４－４１３ 代表取締役 益田　純子 (03)5388-9515

ﾆ8064
○

日本メンテナスエンジニヤリング株式
会社　呉支店 呉市中央２丁目５番１０号 支店長 宮田　武幸 32-0640

ﾆ9500 日本ユニシス株式会社　中国支店 広島市中区大手町２丁目７番１０号 支店長 澤本　健志 (050)3132-2330

ﾆ9776 株式会社日本旅行　広島支店 広島市東区二葉の里３丁目８番２１号 支店長 平野　喜隆 (082)261-5243

ﾆ9870 株式会社日本レップス　四国営業所 徳島市川内町平石若宮８番７ 所長 勝浦　洋巳 (088)679-4456

ﾆ9501
株式会社日本漏防コンサルタント　広
島営業所

広島市安佐南区緑井８丁目３番５－１
０１号 所長 望月　敏文 (082)962-9937
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ﾆ9502
株式会社ニューズ・アンド・コミュニ
ケーションズ

広島市中区富士見町４番１７－１３０１
号 代表取締役 松本　明久 (082)248-8101

ﾆ7242
○

にわじん 呉市仁方中筋町３番６号 代表 西村　稲男 79-5656

ﾈ7243
○

根石電機工業株式会社 呉市三条１丁目４番１５号 代表取締役 根石　善夫 21-4901

ﾈ9503 Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社　岡山支店 岡山市北区幸町８番２９号 代表 藤井　文彦 (086)230-0600

ﾈ9504 ネットワンシステムズ株式会社
東京都千代田区丸の内２丁目７番２
号 代表取締役 竹下　隆史 (03)6433-1724

ﾉ7244
○

農機具修理あおの 呉市海岸４丁目１５番４号 青野　章雄 25-1616

ﾉ9871 株式会社農協観光　山陽統括支店 広島市中区三川町７番７号 支店長 藤代　浩也 (082)243-6289

ﾉ7245
○

野上鉄工所 呉市豊町大長５４５８番地１ 野上　満夫 66-2255

ﾉ9505 ノダック株式会社 さいたま市南区文蔵３丁目２８番６号 代表取締役 三門　克彰 (06)6841-1512

ﾉ7246
○

有限会社野中都市環境設計 呉市押込６丁目３番９号 代表取締役 野中　将 33-3200

ﾉ9506 株式会社乃村工藝社 東京都港区台場２丁目３番４号
代表取締役　社
長執行役員 榎本　修次 (03)5962-1171

ﾉ9507 野村興産株式会社　関西営業所 大阪市中央区高麗橋２丁目１番３号 所長 山田　康生 (06)4706-1345

ﾉ7247
○

有限会社野呂山タクシー 呉市川尻町西２丁目１８番１９号 代表取締役 岩沖　卓雄 87-2138

ﾉ7369
○

株式会社ノンフロン広島 呉市押込６丁目５番１６号 代表取締役 吉田　浩 33-7088

ﾊ9508 ＨＡＲＶＥＹ株式会社
名古屋市昭和区阿由知通１丁目５番
３号 代表取締役 平林　貴 (050)5433-3090

ﾊ9509 株式会社パーククリエイト 広島市安佐南区古市３丁目１６番７号 代表取締役 今治　進 (082)876-4747

ﾊ9510
パーソルテンプスタッフ株式会社　広
島オフィス 広島市中区基町１１番１０号 マネージャー 樫木　智子 (082)578-8505

ﾊ9511 パーソルワークスデザイン株式会社 東京都豊島区池袋２丁目６５番１８号 代表取締役 平林　由義 (03)6907-4481

ﾊ9512 株式会社ＨＡＲＰ
札幌市中央区北一条西６丁目１番地
２ 代表取締役 近藤　晃司 (011)221-5800

ﾊ9513 株式会社ハイエレコン
広島市西区草津新町１丁目２１番３５
号 代表取締役社長 上田　康博 (082)279-8001

ﾊ9514 バイザー株式会社
名古屋市中村区名駅南２丁目１４番１
９号 代表取締役 井上　正巳 (052)485-7870

ﾊ9515 株式会社バイタルリード　広島支店 広島市安佐南区緑井５丁目１７番５号 支店長 河井　徹 (082)876-2809

ﾊ9828 葉隠勇進株式会社　関西支店 大阪市東淀川区東中島１－１８－２２ 支店長 鈴木　紀之 (06)6940-6930

ﾊ9516 萩森物流株式会社 山口県宇部市東須恵ろ一・３９２６の５ 代表取締役 増田　耕太郎 (0836)41-7546

ﾊ7370
○

有限会社博伸工業 呉市中央３丁目５番３－１４０３号 代表取締役 三島　博司 23-9344

ﾊ9517 株式会社パクス 佐賀県鳥栖市藤木町１０番地３０ 代表取締役 濵武　康司 (0942)81-4649

ﾊ9518 ハクゾウメディカル株式会社 大阪市中央区本町橋３番６号 代表取締役 一橋　俊司 (082)849-4188

ﾊ9519 株式会社博電舎 大阪市福島区海老江８丁目９番９号 代表取締役 谷井　一博 (06)6452-2325

ﾊ9520
パシフィックコンサルタンツ株式会社
中国支社 広島市中区八丁堀１６番１１号 支社長 峯谷　明 (082)511-1500

ﾊ7248
○

株式会社元電総 呉市築地町２番３号 代表取締役 辻　治 36-2280

ﾊ7249
○

橋本工業有限会社 呉市安浦町三津口５丁目１２番１６号 代表取締役 橋本　博典 84-5700

ﾊ7250
○

有限会社橋本電設 呉市焼山西１丁目４番１号 代表取締役 橋本　元気 33-9156

ﾊ9521 株式会社パスコ　広島支店 広島市中区中町３番１１号 支店長 犬塚　洋 (082)248-3391

ﾊ9522 税理士法人長谷川会計 広島市西区庚午中２丁目１１番１号 代表社員 長谷川　一彦 (082)272-5868

ﾊ9523 株式会社パソナ　パソナ・広島 広島市中区本通７番１９号
人材派遣・ＢＰＯ事業
本部パブリック本部長 松永　早苗 (082)247-7551
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ﾊ7251
○

有限会社ハタ文具 呉市川尻町西２丁目１６番６号 代表取締役 畑　雅一 87-5111

ﾊ9524 蜂谷工業株式会社 岡山市北区鹿田町１丁目３番１６号 取締役社長 蜂谷　泰祐 (086)232-8111

ﾊ9829 株式会社はっけん 福山市三之丸町１１番１４号 代表取締役 加茂　貴久 (070)6569-8405

ﾊ9525
パナソニックＬＳエンジニアリング株式
会社　中国・四国支店 広島市中区中町７番１号 支店長 宮嶋　俊幸 (082)247-3539

ﾊ9526
パナソニック環境エンジニアリング株
式会社　西日本支店

大阪府吹田市垂水町３丁目２８番３３
号 執行役員支店長 津々見　充 (06)6338-1810

ﾊ9527
パナソニック産機システムズ株式会社
中四国支店

広島市西区商工センター４丁目９番９
号 支店長 高木　基和 (082)279-9801

ﾊ9528
パナソニックシステムソリューションズ
ジャパン株式会社　西日本社 大阪市淀川区宮原１丁目２番３３号 社長 山口　和洋 (06)6150-9370

ﾊ9777
パナソニック防災システムズ株式会社
大阪支社 大阪市中央区城見２丁目１番６１号 支社長 山根　浩司 (06)6942-9041

ﾊ7252
○

株式会社花本商会 呉市川尻町西５丁目５番１７号 代表取締役 花本　英行 87-3182

ﾊ7253
○

馬場木材株式会社 呉市広横路３丁目２番１号 代表取締役 馬場　浩嗣 71-7161

ﾊ7254
○

浜口建設株式会社 呉市豊町御手洗２５７番地１ 代表取締役 浜口　祐造 66-2418

ﾊ7371
○

株式会社ハマシタ 呉市阿賀南２丁目４番１５号 代表取締役 濱下　貴洋 72-0072

ﾊ7372
○

浜野建設 呉市焼山本庄２丁目７番１３号 代表者 浜野　頼子 33-1104

ﾊ9529 株式会社浜松ピアノ社 広島市中区本通５番１号 代表取締役 柴田　智則

ﾊ7255
○

原田工業有限会社 呉市広長浜５丁目１７番３号 代表取締役 原田　誠 72-2311

ﾊ7256
○

株式会社ハラダタイヤ 呉市広文化町１３番９号 代表取締役 渡部　正人 71-9118

ﾊ8065
○

株式会社ハラプレックス　広島営業所 呉市中央３丁目６番１号 所長 岩西　徹 21-3496

ﾊ7257
○

原本文具店 呉市川尻町西２丁目８番７号 原本　隆美 87-2064

ﾊ9530 株式会社阪神計器製作所　西宮支店 兵庫県西宮市中島町９番１０号 支店長 前田　英俊 (0798)67-5347

ﾊ9531 阪神動力機械株式会社 大阪市此花区四貫島２丁目２６番７号 代表取締役 田中　渉 (06)6461-6551

ﾊ7373
○

阪東テクノス有限会社 呉市安浦町中央北１丁目１８番８号 代表取締役 沖田　範彦 84-2452

ﾋ7258
○

株式会社ピアノ夢工房 呉市本町１３番１８号 代表取締役 渡邊　朋唯 27-3838

ﾋ9532 株式会社ビーコンラーニングサービス
東京都中央区日本橋茅場町２丁目２
番１号 代表取締役 近藤　雅人 (03)6231-1670

ﾋ9533 株式会社ピーシー販売　広島営業所
広島市中区光南１丁目１番１１－３０３
号 営業所所長 長谷川　哲也 (082)258-1552

ﾋ9534 ピースミール・テクノロジー株式会社 東京都中央区晴海１丁目８番１０号 代表取締役 林　直樹 (03)6220-1471

ﾋ9830 株式会社ビーテックサービス 広島市中区大手町４丁目５番１９号 代表取締役 垰田　実 (082)245-8571

ﾋ7259
○

ビオネスト 呉市阿賀北４丁目７番１０号 梶川　寛昭 71-2823

ﾋ7260
○

株式会社東興業 呉市安浦町三津口１丁目１０番１０号 代表取締役 東　家文 84-0341

ﾋ9535 株式会社東歯科商店 広島市南区堀越３丁目４番２２号 代表取締役 上田　幸夫 (082)281-7373

ﾋ9536 東日本漏水調査株式会社　大阪支店
大阪市淀川区西中島７丁目１番３－３
１２号 支店長 中野　敏男 (06)6307-0833

ﾋ9537 有限会社ピカソ画房 広島市中区堀川町４番７号 代表取締役 花澤　憲治 (082)278-5163

ﾋ7261
○

光自動車有限会社 呉市三条２丁目３番２１号 代表取締役 岸本　浩昌 22-3230

ﾋ7262
○

ひかりのくに呉広文教社 呉市海岸１丁目７番２０号 代表者 卜部　亮 25-0821

ﾋ9778 尾三地方森林組合 尾道市御調町公文２０２０８番地の１ 代表理事組合長 井上　寛 (0848)76-0020

ﾋ9779 医療法人社団飛翔会 広島市南区稲荷町３番２０号 理事長 寛田　司 (082)568-7326
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ﾋ9538
株式会社日立インダストリアルプロダ
クツ　中国営業所 広島市中区袋町５番２５号 所長 岡嶋　卓也 (082)546-6205

ﾋ9539 日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋１丁目３番１号 執行役 安栄　香純 (0120)937-468

ﾋ9541
株式会社日立産機システム　中国支
社 安芸郡府中町茂陰１丁目９番２０号 支社長 服部　央之 (082)282-8111

ﾋ9542 株式会社日立システムズ　中国支社 広島市中区上幟町３番３３号 支社長 佐藤　和夫 (082)511-2858

ﾋ9543 株式会社日立製作所　中国支社 広島市中区袋町５番２５号 支社長 丸谷　雅彦 (082)546-6141

ﾋ9544 日立造船株式会社　中国支社 広島市中区袋町３番１７号 支社長 清貞　正浩 (082)577-7660

ﾋ9545
株式会社日立ソリューションズ西日本
第２営業本部 広島市中区八丁堀３番３３号 第２営業本部長 岡田　孝司 (082)511-8245

ﾋ9546
株式会社日立ビルシステム　中国支
社 広島市中区八丁堀３番３３号 支社長 下川　哲也 (082)227-1192

ﾋ9547
株式会社日立プラントサービス　中国
支店 広島市中区紙屋町２丁目２番２号 支店長 浦上　景也 (082)249-3303

ﾋ9548
株式会社日立プラントメカニクス　中国
支店 広島市中区紙屋町２丁目２番２号 支店長 熊谷　一男 (082)541-3410

ﾋ9549
Ｈｉｔｚ環境サービス株式会社　西日本
支社 大阪市此花区西九条５丁目３番２８号 支社長 夏秋　祐一 (06)6468-7301

ﾋ9550
日之出水道機器株式会社　広島営業
所 広島市中区中町７番４１号 所長 田村　稔 (082)248-0411

ﾋ8066
○

日の丸産業株式会社　安浦営業所 呉市安浦町水尻２丁目１番２８号 所長 猿渡　彰 84-2008

ﾋ7392
○

ひまわり交通株式会社
呉市下蒲刈町下島字御坊迫２０８３番
地 代表取締役 火岡　純也 90-9710

ﾋ9780 株式会社Ｈｕｍａｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ
茨城県つくば市梅園２丁目７番地３－
３０３号 代表取締役 板垣　瑞樹 (03)6384-1946

ﾋ9551 株式会社ヒューマンズ２１ 広島市中区八丁堀６番１０号 代表取締役 江夏　裕盛 (082)211-5522

ﾋ9552 ヒューマンリソシア株式会社 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 代表取締役 御旅屋　貢 (082)225-5712

ﾋ7374
○

兵庫総業株式会社 呉市宮原１丁目１１番７号 代表取締役社長 唐土　武士 23-6254

ﾋ9553 表示灯株式会社　広島支店 広島市中区八丁堀１５番６号 支店長 近藤　健之 (082)555-9133

ﾋ9554 有限会社平位ポンプ商会 広島市中区舟入幸町７番２７号 取締役 平位　和彦 (082)294-9598

ﾋ9555 株式会社ヒラカワ　広島営業所
広島市佐伯区五日市駅前１丁目１番
２１号 所長 前田　勝利 (082)923-7152

ﾋ7375
○

平野自動車株式会社 呉市西中央３丁目２番３１号 代表取締役 中下　真二 24-2300

ﾋ9556 平林金属株式会社 岡山市北区下中野３４７番地１０４ 代表取締役 平林　実 (086)246-0011

ﾋ9557 平原建設株式会社 東広島市西条土与丸４丁目２番４８号 代表取締役 大武　麻吏那 (082)422-2825

ﾋ7376
○

有限会社平原商会 呉市新宮町１３番５号 代表取締役 平原　洋一郎 25-6928

ﾋ7263
○

ビルックス株式会社 呉市阿賀南１丁目８番４９号 代表取締役 藤井　聖 74-5963

ﾋ7264
○

広石自動車商会 呉市豊町大長４７８９番地３ 池内　唯一 66-2631

ﾋ9558 株式会社ヒロエー 広島市南区出島２丁目１３番３５号 代表取締役 石田　文優 (082)255-1212

ﾋ7265
○

弘樹造園有限会社 呉市山手２丁目２番１－３０６号 代表取締役 上瀬　弘樹 23-9593

ﾋ9723 ひろぎんＩＴソリューションズ株式会社 広島市中区紙屋町１丁目３番８号 代表取締役社長 小尻　郁男 (082)504-3170

ﾋ9559 一般財団法人ひろぎん経済研究所 広島市中区銀山町３番１号 理事長 水谷　泰之 (082)247-4958

ﾋ7377
○

株式会社広金属工業所 呉市広横路３丁目２番３７号 代表取締役 住吉　真 71-3166

ﾋ7266
○

有限会社広建装 呉市広中新開３丁目１２番３４号 代表取締役 新内　隆久 74-7070

ﾋ9781 株式会社広工 広島市中区堺町１丁目３番７号 代表取締役 鈴木　俊哉 (082)291-5211

ﾋ7267
○

広工務店 呉市音戸町波多見５丁目２３番３２号 中下　武逸 51-3964
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ﾋ7268
○

有限会社ヒロシ工業 呉市広小坪１丁目４５番１号 代表取締役 林　美香 76-0270

ﾋ9782 株式会社ひろし本店 広島市南区東雲１丁目５番２０号 代表取締役 武田　信治 (082)284-0360

ﾋ9560 広島アイホー調理機株式会社 広島市西区大芝３丁目１８番１４号 代表取締役 豆田　善彦 (082)237-0121

ﾋ9561 広島アグリフードサービス株式会社 広島市佐伯区石内東２丁目１８番１号 代表取締役 中島　和雄 (082)286-4339

ﾋ9562 広島駅弁当株式会社 広島市東区矢賀５丁目１番２号 代表取締役 中島　和雄 (082)286-4339

ﾋ8067
○

広島ガス株式会社　呉支店 呉市中央１丁目６番１６号
執行役員　呉支
店長 平野　誠宏 22-1234

ﾋ7269
○

広島ガス呉販売株式会社 呉市阿賀南７丁目１番５６号 代表取締役社長 長瀬　誠義 73-1234

ﾋ9563 広島ガス中央株式会社 東広島市西条御条町４番３８号 代表取締役 西川　里樹 (082)420-6660

ﾋ9564 広島ガステクノ・サービス株式会社 広島市南区皆実町２丁目６番１９号
代表取締役社長
社長執行役員 池上　博文 (082)252-3061

ﾋ8103
○

広島ガスライフ株式会社　ガスライフ
呉 呉市中央１丁目６番１６号 部長 伊藤　純 23-5050

ﾋ9565 一般財団法人広島県環境保健協会 広島市中区広瀬北町９番１号 理事長 佐藤　均 (082)293-0163

ﾋ9566 一般社団法人広島県計量協会 広島市南区丹那町４番１２号 会長 山本　和彦 (082)255-7386

ﾋ8068
○

公益社団法人広島県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会　呉地域 呉市中央３丁目８番１号 理事 内木　重治 25-3866

ﾋ9567 一般財団法人広島県集団検診協会 広島市中区大手町１丁目５番１７号 理事長 住吉　寛 (082)248-4164

ﾋ8069
○

広島県森林組合連合会　呉営業所 呉市天応東久保２丁目５番２３号 呉営業所長 山岡　健史 (082)228-5111

ﾋ9568
公益財団法人広島県地域保健医療推
進機構 広島市南区皆実町１丁目６番２９号 会長 松浦　雄一郎 (082)254-7136

ﾋ9569
公益社団法人広島県不動産鑑定士協
会 広島市中区八丁堀６番１０号 会長 村永　朋 (082)228-5100

ﾋ9570 広島県不動産評価システム協同組合 広島市中区富士見町８番２６号 代表理事 三宅　功 (082)545-2253

ﾋ8070
○

広島県薬業株式会社　呉連絡所 呉市阿賀北４丁目１２番８号 所長 佐伯　智之 76-5507

ﾋ9571 広島自動車無線株式会社 広島市中区上八丁堀３番６号 代表取締役 田村　秀治 (082)502-6621

ﾋ9572 広島自動ドア販売株式会社
広島市安佐南区西原４丁目１５番１０
号 代表取締役 杉野　将紀 (082)875-1616

ﾋ9573 広島市北部造園協同組合
広島市安佐北区可部８丁目１４番１０
号 代表理事 栗尾　勝三 (082)819-3288

ﾋ9574 株式会社広島情報シンフォニー 広島市東区牛田新町２丁目２番１号 代表取締役 井野　浩治 (082)222-8218

ﾋ8071
○

広島綜合警備保障株式会社　呉支店 呉市築地町４番１８号 支店長 清水　誠司 23-4655

ﾋ9575 広島堆肥プラント株式会社 廿日市市浅原甲９６２番地の２ 代表取締役 植村　浩太郎 (0829)72-2410

ﾋ9783 広島テレビ放送株式会社 広島市東区二葉の里３丁目５番４号 代表取締役社長 飯田　政之 (082)207-0416

ﾋ7270
○

広島電機器材株式会社 呉市中央２丁目５番５号 代表取締役 桝谷　洋史 24-6879

ﾋ8072
○

広島トヨタ自動車株式会社　呉店 呉市中央２丁目１番２４号 店長 北川　昇平 21-1544

ﾋ8097
○

広島日産自動車株式会社　呉店 呉市中央１丁目５番３０号 店長 仏円　博樹 23-2311

ﾋ9576 広島日本電池販売株式会社 広島市安佐南区祇園２丁目７番２０号 代表取締役社長 井上　辰二 (082)874-1732

ﾋ8073
○

広島日野自動車株式会社　呉支店 呉市阿賀南７丁目１８番３９号 支店長 河合　亮臣 71-4101

ﾋ9784 株式会社広島筆センター
広島市中区大手町１丁目５番１１―１
号 代表取締役 久保田　佐蔵 (082)543-2844

ﾋ9785 株式会社広島ホームテレビ 広島市中区白島北町１９番２号 代表取締役 三吉　吉三 (082)221-4760

ﾋ8074
○

株式会社広島マツダ　呉店 呉市中通１丁目２番３７号 店長 加藤　一郎 22-3791

ﾋ7271
○

株式会社広島メタル＆マシナリー 呉市広白岳１丁目２番４３号 代表取締役 茨城　哲治 73-1135
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ﾋ9577 株式会社広島ヤンマー商事 広島市南区元宇品町４１番２５号 代表取締役 釜屋　幸司 (082)253-1151

ﾋ7272
○

広島ゆたか農業協同組合　経済課 呉市豊町大長５９１５番地８ 経済課長 大町　智教 67-2230

ﾋ8075
○

株式会社広島リバイン　呉支店 呉市中央１丁目４番２４号 呉支店支店長 岡本　貴史 25-2310

ﾋ9578 広島和光株式会社　広島営業所 広島市南区段原日出１丁目１番１５号 所長 宮本　真吾 (082)285-6225

ﾋ9579 株式会社広田造園 広島市西区己斐上１丁目１４番３号 代表取締役 廣田　昭 (082)271-3417

ﾋ9872 株式会社広津産業 広島市佐伯区利松３丁目３１番２３号 代表取締役 廣津　元基 (082)927-3471

ﾋ7273
○

有限会社ヒロブン 呉市光町８番４号 代表取締役 池田　忠志 25-6805

ﾌ7274
○

有限会社ファーストライン 呉市焼山此原町２１番２号 代表取締役 鷹橋　紀幸 33-0826

ﾌ8076
○

有限会社ファミリー商事　呉工場 呉市郷原町字大積山２５７５番地の５ 工場長 面迫　豪臣 77-1367

ﾌ9580 有限会社フィットネスプロジェクトエー
広島市中区上八丁堀５番５－１００２
号 取締役 天方　さみゆ (082)511-6773

ﾌ8077
○

深川医療器株式会社　呉営業所 呉市光町１０番２０号 所長 髙橋　利久 22-3515

ﾌ7275
○

有限会社福祉住環境サービス 呉市蒲刈町大浦３４２ 代表取締役 飯畑　喜博 66-1845

ﾌ9581 福泉株式会社 愛媛県松山市雄郡１丁目１番３２号 代表取締役 福泉　秀人 (089)921-3132

ﾌ8078
○

フクダライフテック中国株式会社　呉
営業所 呉市三条４丁目１０番１号 所長 坂本　龍 32-1500

ﾌ7276
○

福本商店 呉市蒲刈町田戸１０３３番地の１ 福本　和幸 66-0020

ﾌ9582
株式会社福山コンサルタント　中四国
支社 広島市東区光町２丁目１番２４号 支社長 小笹　俊成 (082)553-9150

ﾌ8098
○

福山通運株式会社　呉支店 呉市阿賀南６丁目２番３０号 支店長 有宗　順二 73-7111

ﾌ8079
○

株式会社福山臨床検査センター　呉
支所 呉市中央２丁目６番３０号 所長 森本　伸政 24-9826

ﾌ9583 フコク電興株式会社 福岡市博多区山王１丁目１５番８号 代表取締役社長 林　忠彦 (092)452-5311

ﾌ8080
○

藤井産業株式会社　呉営業所 呉市三条３丁目１１番６号 所長 藤井　靖也 21-8431

ﾌ7277
○

藤井設備工業株式会社 呉市三条１丁目８番１８号 代表取締役 藤井　康志 21-4292

ﾌ9584 富士企業株式会社 広島市佐伯区楽々園４丁目６番１９号 代表取締役 眞継　昭 (082)923-0188

ﾌ9585 株式会社富士クリーン
香川県綾歌郡綾川町山田下２９９４番
地１ 代表取締役 馬場　太一郎 (087)878-3111

ﾌ9586 富士建設工業株式会社 新潟市北区島見町３３０７番地１６ 代表取締役 鳴海　利彦 (06)6310-8861

ﾌ7393
○

富士交通株式会社 呉市本通６丁目５番１号 代表取締役 火岡　純也 72-7373

ﾌ9587 株式会社富士産業 広島市南区出島２丁目９番２０号 代表取締役 赤田　悟 (082)251-9173

ﾌ8099
○

株式会社冨士谷商店　長の木通ＳＳ 呉市本通７丁目６番１０号 マネージャー 古田　浩司 24-4611

ﾌ9590 フジ地中情報株式会社　広島支店 広島市西区庚午北２丁目１６番４号 支店長 粟野　浩司 (082)273-7279

ﾌ9591 富士通株式会社　中国支社 広島市中区紙屋町１丁目２番２２号 支社長 金田　龍輔 (082)207-0303

ﾌ9592 富士通Ｊａｐａｎ株式会社　広島支社 広島市中区紙屋町１丁目２番２２号 支社長 金田　龍輔 (082)207-0333

ﾌ9593
株式会社富士通ゼネラル　中四国情
報通信ネットワーク営業部 広島市西区南観音５丁目１１番１２号 部長 島崎　浩成 (082)291-3554

ﾌ9594
富士通ネットワークソリューションズ株
式会社　中国支店 広島市中区紙屋町１丁目２番２２号 中国支店長 進　直之 (082)207-0350

ﾌ9595 富士通リース株式会社　中国支店 広島市中区紙屋町１丁目２番２２号 支店長 坂井　伸弘 (082)207-0296

ﾌ9596 フジテクノ有限会社 岡山県津山市田熊１７８６番地の３ 代表取締役 三好　加納 (0868)29-2714

ﾌ9597 フジテコム株式会社　広島営業所 広島市東区光町２丁目１２番１０号 所長 桑原　貴彦 (082)261-0939



番号
市内

事業者名 所在地 職名 代表者 電話番号

令和3～令和6年度　入札参加等有資格業者名簿（５０音順）
令和４年１月１日現在

ﾌ9598
フジテック株式会社　西日本支社　広
島支店 広島市中区八丁堀７番２号 支店長 荒木　秀之 (082)223-6733

ﾌ9599 富士電機株式会社　中国支社 広島市中区銀山町１４番１８号 支社長 松野　勝巳 (082)247-4231

ﾌ7278
○

株式会社冨士電機工業所 呉市広多賀谷３丁目７番７号 代表取締役 程野　隼一 21-7503

ﾌ9600 株式会社不二ビルサービス 広島市西区楠木町４丁目８番１２号 代表取締役 濵野上　隆志 (082)962-8912

ﾌ9588
富士フイルムシステムサービス株式会
社　公共事業本部　西日本支店

福岡市博多区博多駅東２丁目１４番１
号 支店長 久保　裕之 (092)431-7157

ﾌ9589
富士フイルムビジネスイノベーション
ジャパン株式会社　広島支社 広島市南区稲荷町２番１６号 支社長 田中　豊 (082)568-6300

ﾌ9601 株式会社フジマック　中四国事業部 広島市安佐南区祇園３丁目１７番３号
取締役常務執行役員
中四国事業部長 村岡　哲 (082)850-3322

ﾌ7279
○

藤本興業 呉市蒲刈町向３０８４番地２ 藤本　修八 68-0078

ﾌ7280
○

有限会社不二屋 呉市中央１丁目９番７号 代表取締役 藤川　清明 32-0237

ﾌ9602 株式会社フソウ　中国支店 広島市中区小町３番２５号 支店長 宮原　利通 (082)246-1955

ﾌ9603 扶桑電通株式会社　中国支店 広島市南区段原南１丁目３番５３号 執行役員支店長 山田　均 (082)568-6222

ﾌ9604 株式会社フソウメンテック 香川県高松市郷東町７９２番地１０５ 代表取締役 西堀　直人 (087)832-8762

ﾌ9605 双葉三共株式会社 東広島市西条町上三永５３５番２１ 代表取締役 新田　泰基 (082)426-1331

ﾌ7281
○

双葉産業株式会社 呉市広長浜５丁目２１番１２号 代表取締役 浜下　琢磨 74-1626

ﾌ8081
○

復建調査設計株式会社　呉営業所 呉市瀬戸見町１９番１１号 所長 村上　敬史 20-3081

ﾌ7282
○

有限会社船倉造園土木 呉市本通１丁目２番１５号 代表取締役 船倉　惠 23-6055

ﾌ7378
○

有限会社史建設 呉市東塩屋町２０番１１号 取締役 土田　博文 (080)1901-1062

ﾌ7283
○

株式会社ブリッジ 呉市安浦町大字三津口２１０２番地３ 代表取締役 橋本　裕司 84-2050

ﾌ7284
○

有限会社プリンティング共和 呉市阿賀南１丁目６番６号 代表取締役 石川　晃代 71-6475

ﾌ9606 株式会社フルキャスト
東京都品川区西五反田８丁目９番５
号 代表取締役社長 坂巻　一樹 (03)4530-4840

ﾌ8082
○

株式会社フルサワ　呉支店 呉市広本町１丁目１２番９－８０１号 支店長 中村　邦彦 42-1602

ﾌ9607 株式会社ブレインサービス 大阪市西区阿波座２丁目４番２３号 代表取締役 桑原　昌次 (06)6543-2338

ﾌ9608 株式会社ブロードリンク
東京都中央区日本橋室町４丁目３番
１８号 代表取締役 榊　彰一 (03)3516-8777

ﾌ9609 株式会社プロテック 福山市南蔵王町６丁目１８番４０号 代表取締役 永井　健三 (084)943-6444

ﾌ9786 株式会社文化財サービス 京都市伏見区北端町５８番地 代表取締役 出口　弘文 (075)611-5800

ﾍ7379
○

株式会社ペアーレれんがどおり 呉市中通３丁目２番１８号 代表取締役 小松　慎一 20-6311

ﾍ9610 平和実業株式会社
広島市佐伯区五日市町大字石内２０
４７番地 代表取締役 土井　敏幸 (082)928-5617

ﾍ7285
○

平和タクシー株式会社 呉市中央５丁目１０番４号 代表取締役 森田　員正 22-1212

ﾍ9611
株式会社ベネッセコーポレーション
小中学校事業部 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 部長 小柳　博崇 (042)356-0127

ﾍ9787 株式会社ベネフィット・ワン
東京都千代田区大手町２丁目６番２
号 代表取締役社長 白石　徳生 (03)6870-3900

ﾍ9612 株式会社ベルシステム２４ 東京都港区虎ノ門４丁目１番１号 代表取締役 野田　俊介 (03)6896-6029

ﾍ9788 株式会社ヘルツ 広島市西区中広町３丁目２４番３号 代表取締役 赤木　敬典 (082)296-4251

ﾍ9613 株式会社ベルリング 横浜市港北区新横浜３丁目２４番８号 代表取締役 飯野　塁 (03)6807-4467

ﾎ7286
○

社会福祉法人豊寿会 呉市豊町大長字小長６０００番地 理事長 田中　圭次 66-3300

ﾎ9614 有限会社鳳鳴 神戸市長田区若松町３丁目１番２号 代表取締役 西岡　和教 (078)754-7200
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ﾎ9615 株式会社ボーダーリンク
さいたま市大宮区下町２丁目１６番地
１ 代表取締役 安井　康真 (048)631-0230

ﾎ9616 株式会社ホープ 福岡市中央区薬院１丁目１４番５号 代表取締役 時津　孝康 (092)716-1404

ﾎ9877 株式会社ホープエナジー 福岡市中央区薬院１丁目１４番５号 代表取締役 時津　孝康 (092)716-1470

ﾎ8083
○

ホシザキ中国株式会社　呉営業所 呉市三条２丁目７番１号 所長 三上　誠司 24-7621

ﾎ9831 母子モ株式会社 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 代表取締役 宮本　大樹 (03)5333-6415

ﾎ7287
○

株式会社堀田組
呉市豊浜町大字豊島１２２４４番地の
４０ 代表取締役 堀田　勝博 68-2068

ﾎ7288
○

堀田電工 呉市豊浜町豊島２９４３番地の５ 堀田　広志 68-3131

ﾎ7289
○

有限会社堀内興業 呉市広中新開１丁目９番２５号 代表取締役 堀内　実 74-1513

ﾎ7380
○

株式会社ＢＡＮＤＳ 呉市阿賀中央５丁目８番２５号 代表取締役 内田　賢一 76-5257

ﾎ8084
○

株式会社本宮商会　呉営業所 呉市安浦町中央５丁目３番１４号 所長 平郷　雅隆 70-6205

ﾏ9617
マーキュリーアシェンソーレ株式会社
広島支社 広島市西区三篠町２丁目４番２２号 支社長 小出　修弘 (082)230-5602

ﾏ9618 株式会社マーク
岐阜県美濃加茂市森山町３丁目１２
番１号 代表取締役 舩戸　和加 (0574)25-2755

ﾏ9619 マイタウンサービス株式会社 福岡市南区玉川町９番１２号 代表取締役 鹿野　範昭 (092)408-5641

ﾏ9620 株式会社マイティネット
広島市西区草津新町１丁目２１番３５
号 代表取締役社長 小尻　郁男 (082)501-0350

ﾏ9621
株式会社前澤エンジニアリングサービ
ス　広島出張所 広島市南区京橋町９番２１号 所長 相原　和久 (082)568-6434

ﾏ9622 前澤工業株式会社　中国支店 広島市南区京橋町９番２１号 支店長 浦木　利治 (082)568-6430

ﾏ7290
○

桝井商店 呉市海岸２丁目１０番８号 桝井　幸敏 21-5203

ﾏ7291
○

株式会社桝設備工業所 呉市仁方本町１丁目５番２０号 代表取締役 桝　隆廣 79-1200

ﾏ7292
○

有限会社松岡組 呉市広白岳３丁目４番２４号 代表取締役 松岡　節子 73-4350

ﾏ7293
○

株式会社松尾組 呉市蒲刈町大浦３５３番地の３ 代表取締役 松尾　啓正 66-0449

ﾏ9873 株式会社マックスコム 東京都渋谷区代々木２丁目２番１号 代表取締役社長 小関　剛史 (086)212-2345

ﾏ9623 マツダオートリース株式会社 広島市中区基町１１番１０号 代表取締役 長神　文憲 (082)511-8700

ﾏ9624 松電産業株式会社 広島市西区楠木町１丁目７番７号 代表取締役社長 岡田　幹憲 (082)234-5050

ﾏ7294
○

松広印刷株式会社 呉市東中央３丁目４番４号 代表取締役 松広　清孝 21-2175

ﾏ7381
○

マツムラ電化 呉市阿賀南５丁目５番２７号 松村　勝彦 72-5391

ﾏ9625 株式会社松村電機製作所　中国支店 広島市東区光町１丁目１２番２０号 支店長
佐々木　竜一
郎 (082)569-8161

ﾏ7382
○

真鍋設備工業株式会社 呉市東中央４丁目４番３４号 代表取締役 真鍋　公昭 22-6551

ﾏ7295
○

有限会社丸一産業 呉市蒲刈町大浦４６２３番地の１ 代表取締役 梶本　和彦 66-0601

ﾏ7394
○

有限会社丸幸 呉市本通４丁目５番１号 代表取締役 古本　幸三 24-9556

ﾏ7296
○

有限会社丸真 呉市広白岳２丁目１２番１１号 代表取締役 西岡　政博 74-0345

ﾏ9626 丸伸企業株式会社
広島市安佐北区三入南１丁目１３番１
４号 代表取締役 金島　聖貴 (082)818-1000

ﾏ9627 株式会社マルゼン　広島支店 広島市西区東観音町１番２３号 支店長 豊福　淳 (082)295-0181

ﾏ9628 丸善雄松堂株式会社　広島支店 広島市中区中町７番２３号 支店長 犬飼　了史 (082)247-2252

ﾏ9629 丸菱航業株式会社 北九州市小倉北区昭和町１３番７号 代表取締役 首藤　英雄 (093)921-3292

ﾏ9630 丸紅新電力株式会社
東京都千代田区大手町１丁目４番２
号 代表取締役 伊藤　直樹 (03)3282-4788
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ﾏ9789 丸美弁当株式会社 広島市東区曙１丁目３番２１号 代表取締役 武田　智美 (082)263-4649

ﾏ9631 丸茂電機株式会社　広島営業所 広島市中区銀山町１番１１号 所長 尾尻　喜一郎 (082)249-6400

ﾏ9632 丸本鋼材株式会社 広島市南区月見町２１５６番地の９ 代表取締役 丸本　陽章 (082)281-0291

ﾏ9633
マンパワーグループ株式会社　広島
支店 広島市中区袋町３番１７号 支店長 野澤　昌世 (082)245-1001

ﾐ9634 ミウラ化学広島販売株式会社 広島市佐伯区屋代２丁目１０番１８号 代表取締役 橋本　貢 (082)922-8754

ﾐ9635 三浦技研工業株式会社 広島市南区出島２丁目４番５５号 代表取締役 三浦　健一 (082)250-5515

ﾐ9636 三浦工業株式会社　広島支店 広島市安佐南区西原１丁目６番３０号 支店長 柳原　雅彦 (082)850-3565

ﾐ9637 三重中央開発株式会社 三重県伊賀市予野字鉢屋４７１３番地 代表取締役 平井　俊文 (0595)20-1119

ﾐ9638 ミザック株式会社 大阪市北区堂島浜１丁目４番１６号 代表取締役 柾木　隆弘 (06)6344-2700

ﾐ9639 ミズノスポーツサービス株式会社
大阪市住之江区南港北１丁目１２番３
５号 代表取締役 篠村　嘉将 (06)6614-8136

ﾐ9640 みずほ総合研究所株式会社
東京都千代田区内幸町１丁目２番１
号 代表取締役 牛窪　恭彦 (03)3591-8762

ﾐ9641 みずほ東芝リース株式会社 東京都港区虎ノ門１丁目２番６号 代表取締役 丸山　伸一郎 (082)511-8331

ﾐ9642 株式会社水みらい広島 広島市中区小町１番２５号 代表取締役社長 三島　浩二 (082)258-1315

ﾐ9832 株式会社みぞぐち商会 千葉県市川市八幡３丁目２７番２０号 代表取締役 溝口　文穂 (047)325-8111

ﾐ9643 三谷コンピュータ株式会社
福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番
地１－１３ 代表取締役社長 後　淳也 (0776)67-8005

ﾐ7297
○

有限会社道平内装 呉市郷原町５７５５番地の２ 代表取締役 道平　一志 77-0326

ﾐ9644 株式会社三井開発 東広島市八本松町原４７９２番地 代表取締役 三井　崇裕 (082)429-3231

ﾐ9790 三井金属リサイクル株式会社 東京都品川区大崎１丁目１１番１号 代表取締役 中元　伸幸 (080)8479-3279

ﾐ9645
三井住友トラスト・パナソニックファイ
ナンス株式会社 東京都港区芝浦１丁目２番３号 代表取締役 西野　敏哉 (082)247-0281

ﾐ9646
三井住友ファイナンス＆リース株式会
社

東京都千代田区丸の内１丁目３番２
号 代表取締役 橘　正喜 (082)248-2744

ﾐ9647
ミツイワ株式会社　営業本部　広島営
業部 広島市中区立町２番２７号 部長 田村　健 (082)241-0873

ﾐ9874
ミツウロコグリーンエネルギー株式会
社 東京都中央区日本橋２丁目１１番２号 代表取締役社長 二見　敦 (03)6758-6311

ﾐ9791 株式会社ミック 広島市中区堺町１丁目３番２０号 代表取締役 中尾　三男 (082)231-9885

ﾐ9833 株式会社ミックス 広島市中区本川町２丁目６番３号 代表取締役 浴　靖典 (082)292-3652

ﾐ8085
○

株式会社三葉ポンプ　呉営業所 呉市中央６丁目１２番１６－１０２号 所長 小尻　和志 32-5222

ﾐ9792
三菱ＨＣキャピタル株式会社　三菱Ｈ
Ｃキャピタル株式会社

東京都千代田区丸の内１丁目５番１
号 執行役員 安栄　香純 (0120)937-468

ﾐ9840
三菱ＨＣキャピタルオートリース株式
会社　中四国支店 広島市中区袋町５番２５号 支店長 原田　茂樹 (082)249-7411

ﾐ9648
三菱重工環境・化学エンジニアリング
株式会社　九州支店

福岡市博多区博多駅中央街８番２７
号 支店長 小倉　智治 (092)471-7823

ﾐ9649 三菱電機株式会社　中国支社 広島市中区中町７番３２号 支社長 望月　慎一 (082)248-5275

ﾐ9650
三菱電機クレジット株式会社　中国支
店 広島市中区鉄砲町１０番１２号 支店長 椿原　賢一郎 (082)212-1033

ﾐ9651
三菱電機システムサービス株式会社
中四国支社 広島市南区大州４丁目３番２６号 支社長 丹下　克紀 (082)285-2311

ﾐ9652
三菱電機ビルテクノサービス株式会社
中国支社 広島市中区中町７番２２号 役員理事支社長 梅本　浩二 (082)248-1088

ﾐ9653
三菱電機プラントエンジニアリング株
式会社　西日本本部　中国支社 広島市東区若草町９番７号 支社長 関　秀和 (082)568-2668

ﾐ8086
○ 三菱ふそうトラック･バス株式会社　中国ふそう

広島支店　呉サービスセンター 呉市広名田１丁目５番２８号 工場長 居藤　将史 71-4171

ﾐ9654 三菱プレシジョン株式会社　関西支社 大阪市中央区瓦町３丁目１番１５号 支社長 安達　洋二 (06)6484-7206
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ﾐ9793
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング
株式会社 東京都港区虎ノ門５丁目１１番２号 代表取締役 池田　雅一 (03)6733-1020

ﾐ9655 株式会社みづま工房　営業部 広島市中区大手町１丁目４番１４号 部長 古賀　靖英 (082)544-0455

ﾐ7298
○

株式会社光山組 呉市安浦町中央６丁目３番１号 代表取締役 光山　勝範 84-2209

ﾐ7299
○

ミドリ安全呉株式会社 呉市広白石１丁目１番６号 代表取締役 田辺　和広 74-1231

ﾐ9656 ミナモト通信株式会社　広島営業所 広島市西区三篠町２丁目１４番１４号 所長 大迫　伸二 (082)238-6431

ﾐ9657 美祢貨物自動車株式会社
山口県美祢市伊佐町伊佐３５７５番地
３ 代表取締役 植杉　昌弘 (0837)52-1190

ﾐ9658 三保電機株式会社 広島市西区大芝１丁目２４番１９号 代表取締役 小松　忠司 (082)509-2341

ﾐ7300
○

有限会社ミヤザキ看板 呉市本町３番１８号 代表取締役 宮﨑　恒雄 21-4101

ﾐ9659 宮野医療機器株式会社　広島営業所 広島市西区井口５丁目２３番１５号 所長 谷川　和弥 (082)270-0530

ﾐ9660 株式会社宮本工業所 富山市奥田新町１２番３号 代表取締役 宮本　芳樹 (076)441-2201

ﾐ9661 有限会社ミリオンオート広島
広島市安佐北区可部町大字勝木１２
８８番地の２９０ 代表取締役 竹原　進 (082)814-0122

ﾑ7301
○

有限会社向井造船所 呉市倉橋町１１１０６番地の１４ 代表取締役 向井　裕治 54-1100

ﾑ7302
○

株式会社向田水道工業所 呉市本通５丁目５番１８号 代表取締役 向田　隆文 21-9143

ﾑ9794 株式会社ムサシ　中四国支店 広島市中区本川町２丁目６番１１号 支店長 田中　彰 (082)232-9261

ﾑ7303
○

村尾昌文堂 呉市豊町御手洗２３７番地 村尾　征之 66-2025

ﾑ7304
○

株式会社村上内装 呉市豊町大長４７８７番地 代表取締役 村上　良一 66-2156

ﾑ8087
○

村山造園株式会社　呉営業所 呉市郷原町１５９６番地 所長 滿金　千代里 77-1311

ﾑ7305
○

有限会社室尾観光タクシー 呉市倉橋町１１８９７番地３８ 代表取締役 久保　冨美恵 54-0510

ﾑ7306
○

有限会社室尾商会 呉市倉橋町字横挽９６９３番地の１５ 代表取締役 末釜　弘之 54-1611

ﾒ9662
株式会社明電エンジニアリング　中国
支店 広島市中区大手町２丁目８番４号 支店長 崎本　勝美 (082)249-0525

ﾒ9663 株式会社明電舎　中国支店 広島市中区大手町２丁目８番４号 支店長 鳥居　俊一 (082)543-4147

ﾒ9664 株式会社名豊 名古屋市中区松原２丁目２番３３号 代表取締役 小池　武史 (052)322-0071

ﾒ9665
メタウォーター株式会社　中四国営業
部 広島市中区大手町２丁目７番１０号 部長 丸山　智史 (082)504-8135

ﾒ9666 メディアインターナショナル株式会社
福岡市博多区博多駅東１丁目１番３３
号 代表取締役 江口　征成 (092)474-1598

ﾒ9667
メディアシステム株式会社　福岡営業
所

福岡市中央区清川２丁目２番２３－７
０６号 営業所長 古賀　達也 (092)525-7061

ﾒ9668 株式会社メディブレーン 大阪市中央区徳井町２丁目４番１４号 代表取締役 小島　啓太 (06)6946-1128

ﾒ9669 株式会社メンテ・オオノ 広島市中区西白島町２２番１５号 代表取締役 大野　貴嗣 (082)222-1078

ﾓ9795 株式会社モ－ドコ－ポレ－ション 東広島市黒瀬町南方６３４番地１ 代表取締役 陶山　祐二 82-8044

ﾓ9670 株式会社森田鉄工所　広島営業所 広島市東区光町２丁目９番２４号 所長 辻本　賢司 (082)568-2554

ﾓ7307
○

株式会社盛谷 呉市広白石４丁目１１番４号 代表取締役 盛谷　剛 72-1800

ﾓ9671 株式会社守谷商会　中国支店 広島市中区八丁堀１４番４号 支店長 出西　健治 (082)228-3111

ﾓ9672 森平舞台機構株式会社 東京都台東区花川戸２丁目１１番２号 代表取締役 森　健輔 (06)6251-2559

ﾔ9673 八洲電機株式会社　中国支店 広島市中区大手町３丁目８番１号 支店長 川﨑　正治 (082)247-8411

ﾔ9674 株式会社安川電機　広島営業所 広島市南区的場町１丁目２番１９号 所長 小早川　隆志 (082)535-0967

ﾔ9675 安田金属株式会社 廿日市市木材港北４番６０号 代表取締役 安田　秀吉 (0829)32-6223
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ﾔ9676
八千代エンジニヤリング株式会社　広
島支店 広島市東区光町１丁目１３番２０号 執行役員支店長 河辺　真一 (082)568-8030

ﾔ9677 ヤマキ産業株式会社
広島市佐伯区五日市町大字上河内７
４９番地の３ 代表取締役 山本　竜生 (082)927-2080

ﾔ7383
○

株式会社山口緑地グリーン・エクステ
リア 呉市広小坪２丁目２２番１号 代表取締役 山口　秀彦 73-9008

ﾔ8088
○

有限会社山貞工業　呉事務所 呉市昭和町１１番１号 営業所長 森本　俊三 24-7821

ﾔ9678 株式会社山産　広島支店 広島市中区大手町２丁目４番１号 支店長 和田　浩一 (082)248-1281

ﾔ9679 山田工業株式会社　福岡支店 福岡市博多区東光２丁目２２番３５号 支店長 徳永　末徳 (092)477-8505

ﾔ9875
株式会社ヤマダデンキ　ＬＡＢＩ広島営
業所 広島市中区胡町５番２２号 所長 曽根　充久 (082)545-8945

ﾔ8089
○

ヤマト運輸株式会社　呉中央支店 呉市光町１１番１５号 支店長 村岡　匠 (082)849-1646

ﾔ9680 ヤマトガワ株式会社　中国支店 広島市南区京橋町９番３号 支店長 江島　宏 (082)263-2831

ﾔ9681
株式会社大和速記情報センター　関
西営業所 大阪市中央区道修町１丁目７番１号 関西営業所長 菊池　修一 (06)6222-1210

ﾔ9682 医療法人社団ヤマナ会 東広島市西条町吉行２２１４番地 理事長 山名　二郎 (082)430-7715

ﾔ9683
ヤマハサウンドシステム株式会社　大
阪営業所 大阪市淀川区西中島４丁目７番１８号 所長 岸本　一史 (06)6301-7263

ﾔ7384
○

山広電機合資会社 呉市安浦町内海南１丁目３番１６号 無限責任社員 山廣　修平 84-2131

ﾔ9684 株式会社ヤマモト　関西支店 神戸市灘区千旦通２丁目５番１１号 支店長 平山　東海 (078)414-8460

ﾔ7308
○

有限会社山本技建 呉市中央６丁目５番１２号 代表取締役 山本　稔宏 23-8586

ﾔ9685
山本コーポレーション株式会社　広島
営業所 広島市西区草津港２丁目８番３１号 所長 木村　秀樹 (082)278-1251

ﾔ7385
○

山本造船株式会社 呉市音戸町田原３丁目１番３号 代表取締役 山本　一洋 51-2302

ﾔ9686 山本薬品株式会社 広島市中区紙屋町２丁目２番２６号 代表取締役 山本　浩司 (082)291-8931

ﾔ9687
ヤンマーエネルギーシステム株式会
社　広島支店 広島市佐伯区隅の浜３丁目１番３１号 支店長 紅山　信雄 (082)923-4476

ﾕ9688 Ｙｕｉコンピューティング株式会社 広島市南区金屋町３番１３号 代表取締役 小合　衛 (082)568-1199

ﾕ9689
株式会社ＵＲリンケージ　西日本支社
広島営業所 広島市中区吉島新町２丁目３４番８号 所長 内野　愛美 (082)258-3483

ﾕ7309
○

有限会社有信建設
呉市広大新開１丁目２番１５－１００７
号 代表取締役 有友　雅夫 74-3662

ﾕ8090
○

株式会社ユーホー　広店 呉市広白石１丁目５番２号 店長 吉川　茂 73-9313

ﾕ9690 ユーロフィン日本総研株式会社 浜松市南区西島町１６２２番地 代表取締役 松本　政哲 (053)425-7531

ﾕ7310
○

有限会社ユクタ建材店 呉市安浦町内海南４丁目８番５５号 代表取締役 行田　忠司 84-4815

ﾕ9691 油研化学株式会社 兵庫県姫路市実法寺８１０ 代表取締役 黒田　大輔 (079)268-7337

ﾕ9834 株式会社ユナイテッド・ドリーム
福岡県飯塚市芳雄町１番１４－７０１
号 代表取締役 川村　美香 (0948)43-3233

ﾕ9692 ユニアデックス株式会社　中国営業所 広島市中区大手町２丁目７番１０号 中国営業所長 三木　貴司 (082)242-5088

ﾕ7311
○

ユニオンフォレスト株式会社 呉市中央２丁目５番１５号 代表取締役 森澤　大司 24-5151

ﾕ7312
○

株式会社ユニックス 呉市広白石１丁目２番３４号 代表取締役 宇都宮　公徳 72-8000

ﾕ9835
株式会社ユニバーサル建設　中国支
店 広島市南区松原町１００番 執行役員支店長 辻　尚人 (082)568-0487

ﾖ9693 有限会社ヨイコ 広島市佐伯区千同３丁目３７７番地１ 代表取締役 藤川　秀樹 (082)943-4856

ﾖ9694
横河ソリューションサービス株式会社
広島事業所 広島市東区東山町４番１号 副事業所長 安達　正彦 (082)568-7411

ﾖ7386
○

吉田自動車 呉市安浦町内海南３丁目１７番６号 吉田　勇 84-7007

ﾖ9695 株式会社吉谷　広島支店 広島市中区大手町５丁目３番１２号 取締役支店長 大塚　泰造 (082)543-2511
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ﾖ7313
○

有限会社吉村石油 呉市音戸町坪井３丁目２番３号 代表取締役 吉村　和美 52-1431

ﾗ9696 株式会社ＲＩＺＥ 広島市中区舟入南５丁目５番２３号 代表取締役 松本　晃典 (082)295-7526

ﾗ9836 弁護士法人ライズ綜合法律事務所 さいたま市大宮区大門町１－１ 代表社員 田中　泰雄 (048)650-0001

ﾗ9697 株式会社ライズファクトリー
東京都千代田区飯田橋２丁目１番４
号 代表取締役 戸田　その子 (03)3288-0099

ﾗ9837 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｊａｐａｎ
兵庫県明石市大久保町八木５８０番
地の３ 代表取締役 木村　晋也 (050)5363-3915

ﾗ9698 株式会社ライフライン　北九州営業所
北九州市小倉北区東篠崎１丁目１－
１５－Ａ４０２ 営業所長 政木　章三 (093)952-8899

ﾗ9699 有限会社ライフワーク 廿日市市上平良広池１５４３番地の２ 代表取締役 正木　徳康 (0829)38-6100

ﾗ9700 ラインズ株式会社
東京都新宿区西早稲田２丁目２０番１
５号 代表取締役 山口　洋 (03)6861-6200

ﾗ9701 ラボテック株式会社
広島市佐伯区五日市中央６丁目９番
２５号 代表取締役 吉川　惠 (082)921-5531

ﾗ9702 株式会社ランチセンター 広島市西区小河内町２丁目３番１号 代表取締役 八ヶ代　隆幸 (082)294-5566

ﾗ9703 ランドブレイン株式会社　広島事務所 広島市中区鉄砲町１番２０号 所長 八木　周吾 (082)223-6919

ﾘ9704 リエスパワーネクスト株式会社 東京都豊島区東池袋４丁目２１番１号 代表取締役 青木　博幸 (03)5960-8130

ﾘ8091
○

株式会社陸地コンサルタント　呉営業
所 呉市安浦町内海南１丁目５番１３号 所長 伊藤　英幸 70-6070

ﾘ9705 株式会社リクチ漏水調査　岡山支店 岡山市北区吉備津１１５７－１８ 支店長 前田　伸一 (050)6861-6369

ﾘ9706 株式会社リクルート
東京都千代田区丸の内１丁目９番２
号 代表取締役社長 北村　吉弘 (03)5560-2198

ﾘ8092
○

理研産業株式会社　呉営業所 呉市中央５丁目１２番１７号 所長 田村　壮史 24-3040

ﾘ8093
○

リコージャパン株式会社　広島支社
広島第二営業部 呉市中通２丁目１番２６号 部長 西村　一樹 (082)511-2613

ﾘ9707 リコーリース株式会社　中国支社 広島市中区八丁堀３番３３号 支社長 松熊　昌人 (082)511-1711

ﾘ9708
株式会社リサーチアンドソリューション
広島営業所 広島市中区銀山町３番１号 営業所長 神代　秀樹 (082)545-5151

ﾘ9709 株式会社リザベーションシステム 広島市中区広瀬北町３番１１号 代表取締役 渡部　彰 (082)942-1007

ﾘ9710 理水化学株式会社　広島支店 広島市中区大手町３丁目８番１号 支店長 松田　学 (082)545-6885

ﾘ7314
○

株式会社リフテック 呉市焼山東４丁目２番２９号 代表取締役 谷本　忠士 69-4120

ﾘ7315
○

リプリント広株式会社 呉市広駅前１丁目２番３２号 代表取締役 濵田　義朗 74-9911

ﾘ9796 菱信工業株式会社　西部支社 広島市安佐南区伴南２丁目４番１２号 支社長 国本　秀行 (082)849-5761

ﾘ7316
○

株式会社糧配 呉市光町１０番１０号 代表取締役 谷口　彰啓 23-1234

ﾘ9711 株式会社両備システムズ 岡山市南区豊成２丁目７番１６号 代表取締役 松田　敏之 (086)264-0113

ﾘ9712 りらいあコミュニケーションズ株式会社 東京都渋谷区代々木２丁目６番５号 代表取締役社長 網野　孝 (03)6870-5336

ﾘ9713 リライアンス・セキュリティー株式会社 広島市中区舟入川口町１４番２２号 代表取締役 田中　敏也 (082)297-9588

ﾙ9714 株式会社Ｌｏｏｏｐ 東京都台東区上野３丁目２４番６号 代表取締役社長 中村　創一郎 (03)5846-2325

ﾙ9715 株式会社ルネサンス 東京都墨田区両国２丁目１０番１４号
代表取締役社長
執行役員 岡本　利治 (082)431-0333

ﾚ9716
レキオス・ウォーター株式会社　西日
本事業本部 大阪市中央区南船場１丁目１２番３号

西日本事業本部
長 荷川取　生次 (06)4705-5887

ﾚ9717 株式会社レゾナント・システムズ
横浜市鶴見区鶴見中央４丁目３４番２
６号 代表取締役 近藤　真子 (045)503-3121

ﾚ9718
株式会社レンタルのニッケン　広島営
業所

広島市佐伯区五日市町大字石内１０
４８５番１４号 所長 高見　昌樹 (082)275-5189

ﾜ9838 有限会社ワークス 東広島市黒瀬町大多田３５７－３ 代表取締役 森田谷　薫 82-9130

ﾜ9719 ワールドウォーターバッグ株式会社 大阪市東住吉区今川１丁目６番２３号 代表取締役 中村　俊夫 (06)6713-7465



番号
市内

事業者名 所在地 職名 代表者 電話番号

令和3～令和6年度　入札参加等有資格業者名簿（５０音順）
令和４年１月１日現在

ﾜ7317
○

特定非営利活動法人Ｗｏｒｌｄ　Ｂｉｇ　Ｂ
ｏｎｄｓ 呉市広白石２丁目７番５号 理事 渡辺　りえ (080)8236-9590

ﾜ9720 株式会社ＹＭＦＧ　ＺＯＮＥプラニング 山口県下関市竹崎町４丁目２番３６号 代表取締役 藏重　嘉伸 (083)223-4202

ﾜ9876 和可菜エンジニアリング株式会社 広島市中区大手町１丁目１番２０号 代表取締役 金高　智之 (082)962-8557

ﾜ7318
○

和貴商事株式会社 呉市海岸４丁目１４番１号 代表取締役 楢崎　聡一郎 27-4781

ﾜ7319
○

有限会社ワキタ 呉市吾妻２丁目１番７号 代表取締役 脇田　廣子 21-3411

ﾜ7320
○

有限会社脇本モータース 呉市蒲刈町田戸１０２８番地３ 代表取締役 脇本　茂則 66-0786

ﾜ7321
○

和興通信工業株式会社 呉市本通７丁目５番２５号 代表取締役社長 若本　祐昭 22-5253

ﾜ9721 早稲田システム開発株式会社
東京都新宿区高田馬場４丁目４０番１
７号 代表取締役 内田　剛史 (03)6457-8585

ﾜ9722
ワタキューセイモア株式会社　中国支
店　広島営業所 広島市南区宇品西２丁目７番１８号 所長 佐々木　智視 (082)255-6543

ﾜ7395
○

和田電機商会 呉市豊町御手洗３３番地 和田　孝志 66-2541

ﾜ7322
○

株式会社渡辺組 呉市広文化町２３番２０号 代表取締役 樋口　照明 72-4111

ﾜ7323
○

有限会社渡辺建設 呉市下蒲刈町下島３３１２番地の１ 代表取締役 渡辺　健治 65-2094

ﾜ8100
○

株式会社ワタナベミュージックラボ 呉市中通４丁目９番７号 取締役 渡邊　朋唯 22-5555


