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島根県雇用政策課

31.4.25 日本海酒造株式会社 代表取締役 藤田　真路 浜田市三隅町湊浦80 0855-32-1221
http://www.kan-

nihonkai.com/
製造業 清酒製造・販売

1.5.7 合同会社明石総合企画 代表社員 千原　孝美 雲南市三刀屋町坂本870 0854-45-5678
http://www.akashi-

midori.com/index.html
その他サービス業

公園施設等の管理運営、宿泊飲食施

設管理運営

1.5.7 株式会社香り芽本舗 代表取締役 藤原　伸一 出雲市多伎町口田儀908-1 0853-86-2268 http://www.kaorime.co.jp 製造業 わかめ、ひじき製品の製造

1.5.8 有限会社かみや 代表取締役 重栖　秀平 隠岐郡隠岐の島町郡638-15 08512-5-2023 卸売業、小売業

各種食料品小売業（青果、精肉、鮮

魚、日配、日用品、雑貨、弁当惣菜

等）

1.5.9 佐渡村衣裳店 佐渡村　孝明 浜田市三隅町岡見1212 0855-32-3239 http://sadomura.jp/ 製造業 神楽衣装製造

1.5.9 ダイニ電工株式会社 代表取締役 石原　誠太郎 仁多郡奥出雲町八代933 0854-54-1922 建設業 電気工事・設備工事・家電製品販売

1.5.10 有限会社ブライトカーズ 代表取締役 内田　一聡 仁多郡奥出雲町三成240-1 0854-54-1044 その他サービス業 自動車整備、販売

1.5.13 有限会社石見自動車 代表取締役 日野　淳 邑智郡邑南町中野3867-5 0855-95-3577 その他サービス業 自動車販売・整備・車検

1.5.13 株式会社はまだ温泉プロジェクト 代表取締役 池田　宗 浜田市旭町重富442番地7 0855-45-0321
http://asahionsen.net/select

ed/
その他サービス業

施設管理（浜田市旭温泉あさひ

荘）、商品開発・販売等

1.5.13 サンリゾート株式会社 代表取締役 川村　幸子 浜田市旭町丸原70番地1 0855-45-0321
宿泊業、飲食サー

ビス業
ログハウス運営

1.5.14 有限会社あずま家具住建センター 代表取締役 石川　昭美 隠岐郡隠岐の島町城北町340 08512-2-3265 卸売業、小売業
家具・ギフト品・雑貨・子供服等の

販売、カフェの運営

1.5.15 株式会社ゆうでん 代表取締役 波多　誠
隠岐郡海士町大字海士1477-

2
08514-2-0116 建設業 管工事業、空調設備

1.5.22 株式会社協栄ファスナー工業 代表取締役 松本　悠 雲南市掛合町掛合2414 0854-62-9700 http://kyoei-fi.co.jp/ 製造業 ホースクランプの製造販売

1.5.22 株式会社後藤建設 代表取締役 後藤　幹司 飯石郡飯南町頓原2144 0854-72-0103 https://gotoken.co.jp 建設業
総合建設業（建築工事業、土木工事

業　他全10業種）

1.5.22

（2.10.12）
株式会社石見銀山生活文化研究所 代表取締役 松場　登美 大田市大森町ハ183 0854-89-0131 https://www.gungendo.co.jp 卸売業、小売業 婦人服及び生活雑貨の製造販売

1.5.23 株式会社オープンハート 代表取締役 福井　治 浜田市真光町88番地1 0855-22-1150
https://www.open-

heart.co.jp/

生活関連サービス

業、娯楽業
総合結婚式場、デイサービス

1.5.24 山陰クボタ水道用材株式会社 代表取締役社長 杉谷　雅祥 松江市平成町182-15 0852-24-2411
http://www.saninkubota.co.j

p/
建設業

上下水道・管工事並びに同関連資材

販売及び建築工事、天然水製造販売

等

1.5.27

(3.1.20)
株式会社シーエスエー 代表取締役社長 和田　正志 出雲市今市町396-3 0853-22-4114 http://www.raiden.co.jp 情報通信業

コンピュータソフトウェアの製造と販

売。主に、業種業務を特化したアプ

リケーションソフトの開発

1.5.30 有限会社わこう自動車 代表取締役 西尾　昇 出雲市口宇賀町81 0853-63-2785 卸売業、小売業
自動車販売、車検、整備、鈑金塗

装、防錆、カーリース、保険代理店

1.5.30 有限会社マルニシ物産 代表取締役 西尾　貴延 出雲市灘分町1068-1 0853-63-3603 http://shiro-plamo.com/ 卸売業、小売業
観光土産品卸、ノベルティ企画、鍼灸

マッサージ治療院

1.5.30 有限会社平田電工 代表取締役 新宮　幸二 出雲市西平田町270-1 0853-62-5447 建設業 電気工事及びそれに付随する工事

1.5.31
株式会社あしたの木

（住宅型有料老人ホーム花穏）
代表取締役 木下　智子 松江市東出雲町春日33-1 0852-61-6511 医療、福祉

介護事業　住宅型有料老人ホーム・

デイサービスセンター・訪問介護

サービス

1.6.1 株式会社リバティソリューション 代表取締役 古田　みゆき 松江市西嫁島一丁目2番7号 0852-61-3999 http://www.liberty-so.com/ 製造業
介護福祉機器研究・開発・製造・販

売

1.6.1

（3.10.29）
株式会社守谷刃物研究所 代表取締役 守谷光広 安来市恵乃島町113-1 0854-23-1311 https://www.moriyacl.co.jp/ 製造業 精密機械加工

1.6.4 株式会社コガワ計画 代表取締役社長 小河　吉彦 益田市安富町3330番地1 0856-31-5050
http://www.mland-

masuda.jp
教育、学習支援業 自動車教習所　その他

1.6.5 岩成工業株式会社 代表取締役 岩成　健治 出雲市大社町杵築西1892 0853-53-5151
http://www.iwanari.co.jp/bin

/index
建設業 総合建設業・不動産取引業
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1.6.5 協和地建コンサルタント株式会社 代表取締役社長 石倉　昭和 松江市東津田町1326-1 0852-21-0411 http://kyouwacc.com/
学術研究、専門・

技術サービス業

温泉・水源開発、地熱・地中熱活

用、地質調査、地すべり対策、等

1.6.5 株式会社毛利組 代表取締役 毛利　栄就 浜田市熱田町1461 0855-27-0721 kk-mouri@mx.miracle.ne.jp 建設業 一般土木

1.6.12 株式会社中筋組 代表取締役 中筋　豊通 出雲市姫原町293 0853-22-8111 https://www.nakasuji.co.jp/ 建設業

総合建設会社として土木、建築から港

湾、上下水道まで幅広い事業活動を

展開しています。

1.6.12 カナツ技建工業株式会社 代表取締役社長 金津　任紀 松江市春日町636 0852-25-5555 http://www.kanatsu.co.jp/ 建設業 総合建設業・総合水処理事業

1.6.12

（3.10.15）
マツエ通信工業株式会社 代表取締役 岩本　治男 松江市西津田四丁目4番60号 0852-26-1600 https://www.matutuu.co.jp/ 建設業

NTT（ソルコム）通信保守全般の仕

事（通信試験、設計、配線結線（メ

タル、光）、建柱及び抜柱）、中国

電力（中電工）からの建柱及び抜柱

等々

1.6.17 株式会社出雲ポンプ 代表取締役 出雲　一樹 益田市あけぼの東町14-15 0856-22-0734
http://www.izumo-

pump.co.jp/
建設業

消防車輌及び消防資機材販売、消防

設備工事及び点検

1.6.19 株式会社柿の里 代表取締役 山脇　裕子 鹿足郡吉賀町柿木村柿木81 0856-79-2155
宿泊業、飲食サー

ビス業

温泉経営・食堂・仕出し・特産品加

工販売

1.6.20 一畑住設株式会社 代表取締役 石原　浩 松江市宍道町白石229番地23 0852-66-0962
http://www.ichibata.co.jp/jy

usetsu/
建設業

設備工事業　及び　建築資材販売加

工

1.6.24 社会保険労務士法人　村松事務所 所長 村松　文治
松江市学園南1-2-1　くにび

きメッセ６Ｆ
0852-29-0558 その他サービス業 社会保険労務士業

1.6.26 株式会社いずもえん 代表取締役 稲毛　寧一 出雲市西園町3913-1 0853-27-9229 https://www.izumoen.co.jp/ 医療、福祉
障がいや病気、生活困窮の方々の就

労支援

1.6.26 有限会社パンェブール 代表取締役 桑原　裕紀 松江市石橋町421 0852-26-5693
https://www.painetbeurre45

0.jp/
卸売業、小売業 パン製造・小売業

1.7.1 イズテック株式会社 代表取締役 高橋　英一 出雲市浜町513番地2 0853-22-5630 http://www.izutec.co.jp/
学術研究、専門・

技術サービス業

建設コンサルタント、測量、地質調

査、補償コンサルタント

1.7.8 松江クリーン株式会社 代表取締役 牧野　正剛 松江市西忌部町10番地1 0852-33-2222 その他サービス業
産業廃棄物処分業（安定型最終処分

場）、解体工事業

1.7.19 株式会社いづも農縁 代表取締役 吉岡　佳紀 出雲市稲岡町281 0853-23-7501 https://izmo.jp 製造業
健康食品の原料栽培、加工、販売

（通信販売）、委託加工

1.7.29 有限会社ダスキン石見 代表取締役 山脇　武 益田市駅前町30-24 0856-22-4656
生活関連サービス

業、娯楽業

清掃用品・介護・福祉用品のレンタ

ル・販売サービス

1.7.31

(3.5.11)

（4.2.3）

株式会社マエダプラスターズ 代表取締役 前田　剛司 安来市今津町89-5 0854-33-0028 https://maeda-p.jp/ 建設業 左官業

1.8.20 丸永建設株式会社 代表取締役 永島　隆哉 安来市黒井田町1895番地3 0854-22-2478
http://www.marunaga.jp/ind

ex.html
建設業 総合建設業

1.9.3 美容室ハリエル 田淵　規之 松江市殿町208 0852-59-9132 https://hariel.net/ その他サービス業 美容室

1.9.12 みつわ技工有限会社 代表取締役 三輪　知広 益田市三宅町2-35 0856-23-5443 建設業 斫り工事

1.10.3 株式会社きれんげ 代表取締役 安藤　正 大田市鳥井町鳥井1204 0854-82-0233 http://kirenge.jp/ 医療、福祉
介護事業・高齢者向け賃貸業・太陽

光売電事業

1.10.8 社会福祉法人伯医会　ふるさと母里

理事長

ふるさと母里代表者

白根　一

柴田　憲司

安来市伯太町安田1705

（ふるさと母里所在地）安来

市伯太町東母里482-2

0854-37-1800
http://www.hakuikai.jp/11.ht

ml
医療、福祉

介護保険事業(介護老人福祉施設・小

規模多機能型居宅介護・認知症対応

型共同生活介護)

1.10.16 株式会社むらまつ 代表取締役 村松　直久 松江市天神町21 0852-24-2222 その他サービス業 貸衣裳業

1.10.25 ヘアーヒーリングトロワ 代表 西山　高子 安来市安来町608-1 0854-23-2127
生活関連サービス

業、娯楽業
美容業

1.11.13 第一交通株式会社 代表者 荒木　浩幸 松江市東朝日町281 0852-25-2323 http://shimane.0152.jp/ 運輸業、郵便業 タクシー

1.11.13 出雲第一交通株式会社 代表者 荒木　浩幸 出雲市塩冶善行町11-3 0853-21-2556 http://shimane.0152.jp/ 運輸業、郵便業 タクシー

1.11.13 富士第一交通株式会社 代表者 荒木　浩幸 大田市大田町大田イ281 0854-82-0418 http://shimane.0152.jp/ 運輸業、郵便業 タクシー

1.11.13 みなと第一交通株式会社 代表者 荒木　浩幸 浜田市浅井町882 0855-22-6567 http://shimane.0152.jp/ 運輸業、郵便業 タクシー
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1.11.13 第一交通株式会社 代表者 荒木　浩幸 益田市あけぼの本町1-15 0856-22-1402 http://shimane.0152.jp/ 運輸業、郵便業 タクシー

1.11.18 株式会社さんわファクトリー 代表取締役 村上　浩 松江市矢田町168-6 0852-20-5250 http://www.30mobile.com 卸売業、小売業 携帯電話の販売

1.12.12 株式会社島根情報処理センター 代表取締役社長 北村　功 出雲市今市町321番地3 0853-21-4674 https://www.sjc-inc.co.jp/ 情報通信業
システム開発・導入・運用保守およ

び情報処理サービス

1.12.18 浅利観光株式会社 代表取締役 植田　裕一 松江市西茶町40-1 0852-23-0003
http://www.matsue-

urban.co.jp

宿泊業、飲食サー

ビス業

1.12.19 株式会社風と土と 代表取締役 阿部　裕志 隠岐郡海士町海士1700-2 08514-2-1966 https://kazetotuchito.jp/ その他サービス業
人材育成事業、地域づくり事業、メ

ディア事業など

1.12.20 株式会社日本ハイソフト 代表取締役社長 杉原　悟 出雲市西新町1丁目2548-7 0853-23-0098 https://www.jhsc.co.jp/ 情報通信業
ICTシステムの開発ならびに運用サ

ポート

1.12.24 ティーエスケイ情報システム株式会社 代表取締役社長 舟木　透
松江市学園南二丁目10番14

号タイムプラザビル3階
0852-27-6061 https://www.tskis.jp/ 情報通信業

ICT機器・ソフトウェアの販売、保守

およびソフト開発等

1.12.25 株式会社TOP 代表取締役 三浦　宰 益田市美都町丸茂1189-2 0856-52-2122 http://top-survey25.com/
学術研究、専門・

技術サービス業
測量業

1.12.27 株式会社エヌサイン 代表取締役 西森　晃 出雲市渡橋町343-3 0853-22-6914 https://n-sign.jp/ 製造業 看板のデザイン・制作施工

2.1.14 有限会社いやタクシー 代表取締役社長 森山　雄宇 松江市東出雲町揖屋611-5 0852-52-2081
http://higashiizumokankou.j

p/
その他サービス業 タクシー、貸切バス、旅行業

2.1.16 横田マルヰガス株式会社 代表取締役 細木　晃 仁多郡奥出雲町下横田242-9 0854-52-1036
https://www.maruigas.biz/yo

kota-marui/
その他サービス業

ガス販売、ガソリンスタンド、コイ

ンランドリー

2.1.17 トライプラス大社浜山校 オーナー 竹下　元久 出雲市大社町北荒木1464-2 0853-31-9158
https://www.try-

plus.com/schools/518
教育、学習支援業 学習塾、進学教室

2.1.17 八戸川漁業協同組合 組合長 角田　勝幸 浜田市旭町本郷1268-1 0855-45-0172 農林水産業 漁獲物販売

2.2.7 LCC株式会社 代表取締役 坂本　裕太 出雲市知井宮町137-2 0853-27-9320 建設業
総合建設事業、便利屋事業、遺品整

理事業

2.2.17 イマックス株式会社 代表取締役 小松　博幸 出雲市高岡町166-1 0853-21-0009 https://www.imacs.gr.jp/ 建設業 管工事業

2.3.17 株式会社ワールド測量設計 代表取締役 和田　晶夫 出雲市斐川町直江4606-1 0853-72-0390 http://www.world-ss.co.jp その他サービス業 総合建設コンサルタント業

2.5.15 株式会社三隅ガスセンター 代表取締役 加納　誠 浜田市三隅町向野田637ｰ7 0855-32-1034
http://misumi-

g.co.jp/publics/index/2/
その他サービス業 LPガス販売及び給排水衛生設備工事

2.6.1 社会福祉法人雲南ひまわり福祉会 理事長 横山　元裕
雲南市木次町東日登351番地

5
0854-42-1635 http://himawari-fukushi.jp/ 医療、福祉

社会福祉事業（障がい福祉サービ

ス）

2.6.4 平井建設株式会社 代表取締役 平井　徹 安来市安来町763-3 0854-22-2218 http://www.hiraikensetsu.jp 建設業
土木事業、建設事業、個人住宅事

業、太陽光発電事業、不動産事業

2.6.9 株式会社前川商会 代表取締役 前川　篤志
隠岐郡隠岐の島町中町名田の

二、3-5
08512-2-1360

https://www.maekawashoka

i.co.jp/
その他サービス業

保険代理業、中古車販売、鈑金塗装

業、レンタカー、特産品ウェブ販

売、移動販売

2.6.15 有限会社ニチデン 代表取締役 常松　真奈美 出雲市天神町855 0853-24-9277
https://www.esthe-

plage.com
その他サービス業 エステサロン

2.6.25 シンセイ技研株式会社 代表取締役社長 深田　修次 松江市平成町182-37 0852-21-5466 http://shinsei.sdgr.co.jp/ 建設業 管工事業

2.6.30 プラス１技建株式会社 代表取締役 山田　晶美 松江市大草町1050-2 0852-67-3700 建設業 総合建設業

2.7.3 シュブスタンス合同会社 代表役員 古川　強 出雲市今市町北本町3-3-6 0853-31-8388 卸売業、小売業 洋菓子製造販売

2.7.7 山陰中央新報都茂販売所 田家　俊文 益田市美都町都茂809-15 086-52-2925 卸売業、小売業 新聞販売店

2.7.7 有限会社矢上運送 代表取締役 渡邊　圭司 邑智郡邑南町矢上182-2 0855-95-0108 運輸業、郵便業 一般貨物自動車運送事業

2.7.7 有限会社吉原木工所 代表取締役 吉原　文司 浜田市三隅町室谷912-1 0855-34-0227
http://yoshiharawoodworks.

com/
製造業

木製家具・建具、組子製品、製造販

売
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2.7.7 株式会社スマイルファクトリー 代表取締役 長藤　隆司 益田市高津町ロ28-1 0856-32-0567
https://www.smilefactory.biz

/
製造業

キャンピングカーの製造販売、新

車・中古車販売、車検整備

2.7.7 有限会社いまみや電器 代表取締役 大畑　正一 益田市かもしま西町3-5 0856-22-0094 卸売業、小売業 家電製品販売、リフォーム工事施工

2.7.20 渡洋自動車整備工場有限会社 大谷　竜三
浜田市三隅町向野田3022番

地
0855-32-0204 その他サービス業 自動車整備業／自動車販売業

2.8.7 幸和建設株式会社 周藤　浩二 雲南市木次町新市176 0854-42-0506 https://kowa.shimane.jp/ 建設業

総合建設業（土木工事の設計施工、

建設工事の設計施工）・建築士事務

所・不動産取引業

2.8.18 社会福祉法人あすなろ会 理事長 竹内　一夫 出雲市白枝町396-2 0853-22-4801
https://www.asunaro-

izumo.or.jp/
医療、福祉

社会福祉事業（認可保育所、児童ク

ラブ、介護付きケアハウス・通所介

護・小規模多機能）、公益事業（訪

問入浴介護・居宅介護支援）

2.8.18 高橋建設株式会社 代表取締役 高橋　宏聡 益田市遠田町3815番地1 0856-23-2344 建設業 土木・建築工事

2.8.31 株式会社金見工務店 代表取締役 金見　誠司 松江市上乃木二丁目18番1号 0852-25-6025 http://www.kanami-k.jp 建設業

建築工事、土木工事、建具・家具等

の木工製品の製造販売、宅地建物取

引、電子映像装置操作業務

2.9.2 株式会社豊工業 代表取締役 古川　豊 江津市二宮町神主2241-10 0855-53-3888 製造業
プレストレスト　コンクリート製品

の製造

2.9.4 株式会社E-Life 代表取締役 飯塚　厚志 雲南市加茂町東谷580-1 0854-47-7622 建設業 高速道路維持管理、土木工事業

2.9.7 有限会社共進商事 岡田　輝彦 浜田市三隅町折居1124-4 0855-32-3951 建設業 一般土木建設業

2.9.15 株式会社ビリーフ 代表取締役 高橋　和也 出雲市平田町1064-16 0853-27-9278 https://belief-2015.com その他サービス業 デザイン、印刷、イベント企画

2.9.29 株式会社大隆設計 代表取締役 小村　淳浩 出雲市江田町40-5 0853-23-8200 https://www.dairyu-s.co.jp/
学術研究、専門・

技術サービス業

建設コンサルタント（土木測量、調

査設計　等）

2.9.29 株式会社たなべの杜 代表取締役 大野　幸三 松江市乃木福富町340番地 0852-60-5800
https://www.tanabenomori.c

om
建設業 土木・建築・造園工事

2.10.12 有限会社野田久 野田　修喜 邑智郡邑南町山田75-1 0855-83-1315 http://www.nodakyu.com/ 卸売業、小売業 総合衣料品小売業

2.10.14 サン電子工業株式会社　出雲工場 常務取締役　工場長 坂田　敬樹 出雲市長浜町337-1 0853-28-0971 https://www.sunelec.co.jp/ 製造業
主にハイブリッドアルミ電解コンデン

サの製造

2.10.15 サン電子工業株式会社　益田工場 工場長 登石　伸夫 益田市虫追町ロ320-54 0856-28-8080 https://www.sunelec.co.jp/ 製造業 アルミ電解コンデンサの製造

2.11.20 有限会社福田ファーム 代表取締役 福田　賢治 出雲市野石谷町145 0853-63-0738 http://fukuda-farm.jp/ 農林水産業 鶏卵の生産、販売

2.12.9 有限会社おかや 代表取締役 岡　成祐 出雲市平田町2390-3 0853-63-3167 https://www.e-okaya.com/
宿泊業、飲食サー

ビス業
日本料理

3.1.15 株式会社タケダPDC 竹田　尚則 益田市柏原町514-3 0856-29-0108 卸売業、小売業 食肉小売業（猪肉）

3.3.17 株式会社藤井測量設計 代表取締役 藤井　信 益田市乙吉町イ346-4 0856-23-4841 http://www.fujii-sd.co.jp/
学術研究、専門・

技術サービス業

建設コンサルタント、補償コンサル

タント

3.3.18 有限会社黒潮社 代表取締役 管田　啓司 松江市向島町182-3 0852-21-3409 http://www.k-pri.co.jp 建設業 総合印刷業

3.3.18 不動産システム株式会社 片寄　英治 松江市浜乃木2-5-18 0852-31-3333 http://www.f-systm.co.jp/
不動産業、物品賃

貸業
不動産仲介管理業

3.3.19 株式会社RK総業 代表取締役 徳山　稔 松江市うぐいす台8-23 0852-22-4645 建設業 機械工

3.3.25 北陽ビル管理株式会社 代表取締役 幡　宏明 松江市片原町62番地1 0852-24-5625
https://www.hokuyo-

biru.com
その他サービス業

ビルメンテナンス業、警備業、電気工

事業

3.4.12 株式会社梅澤電設工事 代表取締役 梅澤　徹 雲南市木次町新市479 0854-47-7302 建設業 電気設備　設計施工管理

3.4.16 有限会社　平田水道工業 代表取締役 福田　誠司 出雲市平田町1321 0853-62-2097 http://www.hirasui-ww.com/ 建設業
上下水道・衛生・浄化槽・空調・そ

の他管工事一式

3.4.12 食と農・かきのきむら企業組合 理事長 板垣　浩二 鹿足郡吉賀町柿木565-1 0856-79-8010
https://www.syokutonou-

kakinoki.jp/
卸売業、小売業 吉賀町産有機野菜の販売事業
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3.4.12 ペルラブルー 中村　哲郎 邑智郡邑南町矢上1892-1 0855-95-2938
生活関連サービス

業、娯楽業
美容業

3.4.20 株式会社ジャスト西日本　山陰営業所 所長 濱田　浩徳
出雲市小山町552-2　第２吾

郷ビル2F
0853-31-4210

http://www.just-

nishinihon.jp/index.html

学術研究、専門・

技術サービス業
非破壊検査業

3.4.23 辰田産業有限会社 代表取締役 石塚　良英 邑智郡邑南町中野758 0855-95-0312 卸売業、小売業 ガソリンスタンド

3.4.30 有限会社イワナリ厨機 代表取締役 岩成　裕治 松江市八雲町日吉333-236 0852-54-1800
https://r.goope.jp/sr-32-

323051s0124
建設業 管工事業

3.5.6 エステ・ド・ヴィネージュ 樋野　純子 松江市西川津町4093 0852-67-2577 http://esthe-b.jp/
生活関連サービス

業、娯楽業
エステティック業

3.4.23 有限会社　湖南ラボ 代表取締役 吉村　広和 松江市袖師町9-19 0852-27-0139
http://konanlabo.web.fc2.co

m/
医療、福祉 歯科技工（歯冠修復や義歯作成）

3.5.18 有限会社横田環境衛生センター 代表取締役 矢島　克美 仁多郡奥出雲町稲原1362-2 0854-52-1796 その他サービス業
し尿浄化槽の清掃及び保守点検、廃

棄物処理

3.5.18 有限会社絲原 代表取締役 絲原　徳康 仁多郡奥出雲町大谷856 0854-52-2121 卸売業、小売業

観光関連事業（道の駅支店管理業務

［道の駅の運営、土産物販売・飲食

事業］、観光施設運営［管理業務・

飲食業務］）、クッション製造業、

林業（管理業務）等

3.5.26 井上養鶏場 代表 井上　正行 安来市赤江町3360-100 0854-28-7298 http://inoueyoukeijyou.jp/ 卸売業、小売業 養鶏業（鶏卵販売）

3.5.24 HairProduce MB-MAX 松本　重美 松江市東津田町973-4 0852-31-9950
生活関連サービス

業、娯楽業
ヘアカット等

3.5.25 株式会社出雲生姜屋 代表取締役 南　浩二 出雲市斐川町併川187-3 0853-25-7225 https://izumosyogaya.com/ 卸売業、小売業
2014創業。自らが生産している出雲

生姜を原料とした食品製造業。

3.5.24 株式会社　育川 代表取締役 多々納　剛人 出雲市武志町７５５－２ 0853-25-8000 医療、福祉 グループホーム北陽の運営

3.6.3 株式会社　スマイル 代表取締役 重栖　秀政
隠岐郡隠岐の島町平平の前

571番地
08512-3-0082 卸売業、小売業

弁当、総菜の販売及び卸売　生活雑

貨小売

3.6.8 有限会社市木運送 代表取締役 石橋　悦子 邑智郡邑南町市木1823 0855-85-0314 運輸業、郵便業 一般貨物運送業

3.6.18 有限会社タナベ 代表取締役 田部　善徳 出雲市斐川町荘原353-7 0853-72-1752 http://www.tanabe-bs.com
生活関連サービス

業、娯楽業

美容室2店、葛を使った健康関連商品

（葛茶、葛シャンプー、葛石鹸他）

の販売

3.6.30 株式会社a.step 代表取締役 遠藤　純 出雲市天神町2番地 0853-31-9017 https://i-astep.com/ 医療、福祉 障害福祉サービス　就労継続支援B型

3.7.12 みつわ工業有限会社 代表取締役 三輪　知広 益田市幸町1-38 0856-23-1165
http://www.mitsuwa-

industry.jp/index.html
建設業 足場工事、解体工事、土木工事

3.7.7 株式会社LaciTa 代表取締役 原田　直和 出雲市白枝町1035-9 0853-31-4682
生活関連サービス

業、娯楽業
美容業全般

3.7.28 三刀屋自動車工業株式会社 代表取締役 佐々木　麻里 雲南市三刀屋町三刀屋235-1 0854-45-2511
学術研究、専門・

技術サービス業
自動車販売整備業、運輸業

3.7.1 ツーアップ合同会社 代表社員 原田　守 松江市矢田町215番地1 0852-32-2425 情報通信業 広告制作およびラベル印刷

3.8.1 株式会社玉造グランドホテル長生閣 代表取締役 小塩　秀行 松江市玉湯町玉造331 0852-62-0711
https://www.choseikaku.co.j

p/

宿泊業、飲食サー

ビス業

観光客に対する、宿泊・飲食サービ

スの提供

3.8.11 株式会社ＰＲＯＣＥＥＤ 代表取締役 濱岡　裕太 松江市鹿島町武代46-3 0852-82-0015 http://www.proceed-inc.jp/ 建設業

内装仕上工事業・建築工事業・大工

工事業・とび土工工事業・土木工事

業・建物解体業他

3.8.20 浜田ビルメンテナンス株式会社 代表取締役 櫨山　陽介 浜田市港町299番地17 0855-22-1598
http://www.hamada-

build.co.jp/
その他サービス業 総合ビル管理

3.8.25 有限会社 松江自動車用品商会 代表取締役 池淵　正浩 松江市西津田1丁目9番44号 0852-24-3535 http://www.mcc-ap.co.jp/ 卸売業、小売業 自動車部品卸売

3.8.23 株式会社　長岡塗装店 代表取締役社長 古志野　功 松江市西嫁島1-2-14 0852-26-1641
https://www.nagaoka-

toso.co.jp
建設業

塗装工事業・防水工事業・建築工

事・熱断熱工事

3.8.24 株式会社バイタルリード 代表取締役 森山　昌幸 出雲市荻杼町274-2 0853-22-9690 https://www.vitallead.co.jp/
学術研究、専門・

技術サービス業

交通計画コンサルタント、システム開

発
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3.8.26 有限会社　長崎モータース 代表取締役 長崎　良太 出雲市園町1261-4 0853-63-1200
https://www.nagasakimotors

.com/
その他サービス業 自動車整備、販売、買取、保険

3.9.6 株式会社 サンワ 代表取締役 笠柄　正道 浜田市下府町327-145 0855-24-1135
http://sanwact.co.jp/index.h

tml

学術研究、専門・

技術サービス業

総合建設コンサルタント（測量・補

償調査・地質調査・設計・施工管

理）

3.9.6 はなまるＪＡＰＡＮ 株式会社 代表取締役 柳原　大作 江津市江津町５５７番地 0855-52-0885
https://en.hanamarujapan.c

om/
教育、学習支援業 日本語学校

3.9.1 バルトソフトウェア株式会社 代表取締役 山下　巨樹
鹿足郡津和野町森村ロ75番地

2
0856-73-7026 http://www.balto.co.jp/ 情報通信業

社会インフラ（鉄道・航空）系のシ

ステム開発を主に行い社会に貢献して

いるソフトウェア会社です。リアルタ

イム性 ・ 信頼性を厳しく要求される

ソフトウエア開発を得意としていま

す。

3.9.6 ガトーリビドー 代表 松浦　康弘 仁多郡奥出雲町三成665-8 0854-54-1077 製造業

ショートケーキ、デコレーション

ケーキ、焼き菓子等を製造販売、三

成本店･雲南店の2店舗を経営してい

る。

3.9.9 サンベ電気株式会社 代表取締役 安達　亨
松江市西津田十丁目13番36

号
0852-27-1008 http://sanbe-denki.co.jp/ 建設業 電気設備工事

3.7.15 株式会社ICHIRIN 代表取締役 齋藤　哲哉 浜田市牛市町3 0855-28-7870
生活関連サービス

業、娯楽業

美容室の運営（カット、カラー、

パーマなど）、マッサージ店の運営

3.9.8 株式会社ウッドベル 代表取締役社長 小川　美樹 出雲市大社町杵築西2671-1 0853-53-4731 https://woodbell.net/
宿泊業、飲食サー

ビス業

飲食フランチャイズ店舗の展開　現

在、ミスタードーナツはじめ５業態

１６店舗

3.9.9 神州電気株式会社 代表取締役 矢田　信一 出雲市渡橋町751-1 0853-22-3344
https://www.shinshu-

denki.co.jp/
建設業

電気･電気通信･空調設備工事、鉄道

電気設備の保守メンテナンス

3.9.10
株式会社まるきょう

※旧：株式会社丸共
代表取締役 内田　功一 仁多郡奥出雲町馬馳97-2 0854-54-1701 https://0kyo.jp/ 運輸業、郵便業

般貨物運送業、ガソリンスタンド、

家屋解体業、廃棄物収集運搬処理業

3.9.9 有限会社松江クロード 代表取締役 鶴田　桂子 松江市上乃木7-10-6 0852-26-7540 https://claude.jp/ 卸売業、小売業 洋菓子販売･製造

3.9.10 マルハマ食品株式会社 代表取締役 濱﨑　修司 浜田市周布町イ100番地 0855-26-0700
http://www.maruhamafoods.

co.jp
製造業 食品製造

3.9.14 株式会社山﨑組 代表取締役 山﨑　宏隆 大田市久手町刺鹿2290-5 0854-82-8253
http://www.ecoyamasaki.co.

jp/
建設業

土木工事業・解体工事業・産業廃棄

物中間処理業など

3.9.3 株式会社太陽建設コンサルタント 代表取締役 福岡　一正 松江市嫁島町12番2号 0852-22-4654 https://www.taiyocc.co.jp/
学術研究、専門・

技術サービス業

建設コンサルタント（測量、土木設

計、建築設計・監理、地質調査）補

償コンサルタント、ドローン、赤外

線サーモグラフィ）

3.9.15 株式会社　原工務所 代表取締役 原　諭 江津市敬川町1306番地3 0855-53-0311 https://harakoumusyo.co.jp/ 建設業
土木･建築工事の施工、設計監理、太

陽光発電システムの販売･施工

3.9.15 医療法人社団　江角歯科医院 理事長 江角　保弘 松江市邑生町667-2 0852-34-0539
http://www.esumidental.co

m/
医療、福祉 歯科診療所

3.9.17 株式会社　藤原鐵工所 代表取締役社長 藤原　資之 松江市富士見町5-4 0852-37-1001 http://www.fujihara-tekko.jp 製造業
鋼橋、水門、クレーン、鋼構想物の

設計、製作、施工

3.9.21 TERAMOTO社会保険労務士法人 代表社員 寺本　健太郎 松江市学園２丁目27－27 0852-26-2660 https://teramoto-sr.jp/
学術研究、専門・

技術サービス業
社会保険労務士業

3.10.1 サンセイ電機株式会社 代表取締役 内田祐司
雲南市木次町東日登425番地

2
0854-42-0116 https://www.sansei-ilc.com 製造業 業務用厨房機器の部品加工等の業務

3.10.1 積田秀平堂 積田正平 益田市東町18-31 0856-22-2362 卸売業、小売業

教育図書、理科機器、保育用品、保

健福祉機器、高度管理医療機器、毒

劇物、体育用品、衛生管理機器、防

災用品、アウトドア用品の販売

3.10.5 合同会社　春咲花 代表社員 井上浩一 松江市雑賀町40番地１ 0852-27-7530 https://saika.cc 医療、福祉 高齢者介護施設　飲食店

3.10.15 協同組合仁多ショッピングセンター 代表理事 石田正博 仁多郡奥出雲町三成410 0854-54-0222 その他サービス業

共同施設の管理および運営

組合員の取扱商品の共同販売および

促進

消耗品の共同購入

商品券の発行　等

3.10.21 株式会社Lino wahine 代表取締役 金森　沙遊梨 松江市朝日町214－1 0852-24-4953 https://www.nail-glitter.info/ その他サービス業 ネイルサロン、エステサロン

3.10.27 雲南市商工会 事務局長 小林健治
雲南市三刀屋町三刀屋274-

10
0834-45-2405

http://un-nan.shoko-

shimane.or.jp
その他サービス業 経営改善普及事業

3.10.28 生活協同組合しまね 理事長 安井光夫 松江市西津田1丁目10-40 0852-27-0505 http://www.coop-shimane.jp 卸売業、小売業
生協組合員へ食品を中心とした商品

供給と共済などのサービス事業

3.10.31 株式会社　豊洋 代表取締役社長 木村直樹 松江市西川津町2108-3 0852-28-1111 https://www.hoyo-ltd.jp 建設業 総合建設業
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3.11.2 株式会社トレンド 代表取締役 徳田裕成 松江市嫁島町11-22 0852-61-0338
https://www.thanks-

trend.com
製造業

印刷関連（軽印刷・３Dプリント）/

各種デザイン/小売

3.11.2 ハウジング・スタッフ株式会社 代表取締役 平儀野好美 松江市東津田町453-2 0852-67-5713 https://housing-staff.jp/ 建設業
新築住宅設計・施工。不動産売買、

リフォーム工事

3.11.18 東京靴株式会社 代表取締役社長 渡部　正行
松江市東出雲町出雲郷1643-

4
0852-52-6688 https://www.shoes-i.net/ 卸売業、小売業 靴の販売を主とした小売業

3.12.1 Keepride 代表 山下 裕正 益田市乙吉町イ341-8 0856-32-3466
https://www.keepride-

proshop.com/
その他サービス業

自動車洗車･清掃･整備業、自動車小

売業

3.12.1 有限会社桜江町桑茶生産組合 代表取締役 古野　俊彦 江津市桜江町市山507-1 0855-92-0547 http://www.kuwakuwa.tv 農林水産業
桑葉や菊芋・唐辛子等の農産物の生

産・加工・販売

3.12.8 株式会社サンフラワーズ 代表取締役 高村　睦代 浜田市黒川町307番地3 0855-28-7482
https://www.sunflowers2020

.com/
医療、福祉 通所介護、障がい児支援事業

3.12.20 有限会社　角久 代表取締役 角　与志男 安来市安来町1296-３ 0854-23-2441 http://sumi-q.jp 製造業
とうふ、油揚げ、ごまとうふ、大豆

関連製品の製造販売

3.12.28 中浦食品株式会社 代表取締役 鷦鷯 順
松江市東出雲町錦浜583番地

41
0852-53-0844 http://www.nakaura-f.co.jp/ 製造業 土産品の製造・卸・販売

4.2.1 株式会社コダマサイエンス 代表取締役 小田隆弘 松江市西嫁島2丁目8-23 0852-43-0852 https://www.kodama-s.co.jp その他サービス業

・住宅等のシロアリ防除工事、床下

環境改善工事・スズメ蜂等害虫駆

除・発泡ウレタン断熱工事

4.2.9 株式会社出雲たかはし 代表取締役社長 高橋大輔 雲南市加茂町東谷371-1 0854-49-7290 https://izumo-takahashi.com 製造業 製麺業

4.2.1 雄秀園（ハイドアウト） 坂根　秀信
松江市西川津町4232コーポ

のつ101号
090-1014-4292

宿泊業、飲食サー

ビス業
手作り料理が自慢のダイニングバー

4.4.5 山陰設備工業株式会社 代表取締役 原　真士 出雲市稲岡町332-1 0853-22-5951 https://saninsetsubi.co.jp/ 建設業 ダクト管工事

4.4.5 仁多観光株式会社 代表取締役 三澤　敏郎
島根県松江市八雲町熊野

3098-1
0852-61-5552 https://www.nita-kankou.jp/ 運輸業、郵便業

一般貸切旅客自動車運送事業.

お客様や旅行業者からの旅行依頼を

受けバスの運行を行う。

4.4.1
アルファー食品株式会社 代表取締役 林　隆史

島根県出雲市大社町北荒木

645
0853-53-2518

https://www.alpha-

come.co.jp/
製造業 米加工食品の製造販売

4.4.19
株式会社アズム　いわみ事業所 代表取締役 岡田　修門

島根県大田市大田町大田イ

240-1　ビッグパディビル
0854-86-8730 https://www.azm.co.jp/ 情報通信業

サーバ、ネットワーク、シンクライ

アントシステムの設計、構築、運

用、保守

イベントの企画、制作、運営

4.4.26
松江土建株式会社 代表取締役 平塚　智朗

島根県松江市学園南二丁目3

番5号
0852-21-3521

https://www.matsue-

doken.co.jp/
建設業

総合建設業、環境事業、スポーツ施

設、貸し店舗・賃貸マンションの経

営、

不動産開発・宅地建物取引事業

4.4.28
堀建設株式会社 代表取締役社長 堀　大地

島根県鹿足郡津和野町枕瀬

575-9
0856-74-0351 http://www.hori-kk.co.jp/ 建設業 総合建設業、高齢者介護事業

4.4.28
圓工事有限会社 代表取締役 山下　國久 島根県松江市北田町32番地1 0852-31-6664

https://www.enkouji-

gaspipe.jp/
建設業 ガス配管工事等

4.5.6 社会福祉法人愛宕会 理事長 村上　和弘
島根県隠岐郡隠岐の島町郡４

２５番地５
08512-5-3811 http://atagokai.g1.xrea.com/ 医療、福祉

特別養護老人ホーム、養護老人ホー

ム、認知症対応グループホーム、居宅

介護支援事業所、訪問介護ステー

ション、高齢者共同住宅　の運営

4.5.11 馬潟工業有限会社 代表取締役社長 松尾　和夫 島根県松江市八幡町786 0852-37-0106 https://www.makatakg.com 製造業 金属機械加工

4.5.13 株式会社　安井組 代表取締役 安井　和広
島根県出雲市多伎町小田390-

5
0853-86-3711 建設業 土木一式工事業

4.5.13 株式会社バント　島根支社 代表取締役社長 渡邉　浩平
島根県雲南市木次町木次 1-

26　3 階
0854-47-7716 https://e-bunt.com/ その他サービス業

①広告代理／広告運用代行／運用コ

ンサルティング業務

②サイト制作／バナー広告制作／動

画制作

③SNS（Instaglam、Twitter、

Youtube等）の運用代行・コンサル

ティングサービス

4.5.13 有限会社髙村 代表取締役 髙村　睦代
島根県浜田市三隅町古市場

1402-2
0855-32-2457 https://sunsun.in 卸売業、小売業 調剤薬局、介護施設

4.5.1 社会福祉法人　ウェルNC 理事長 田中　礼祐 島根県大田市波根町1290-1 0854-85-8181 www.well-nc.or.jp 医療、福祉

介護老人保健施設・通所リハビリ・

認知症対応型共同生活介護・居宅介

護支援事業所他

4.5.23 有限会社島根環境保全センター 代表取締役 森口　裕行
島根県江津市和木町１１４８

番地６５
0855-52-3991

https://www.shimanekankyo

-gotsu.com/
その他サービス業

浄化槽保守点検・清掃、一般廃棄物

収集運搬・産業廃棄物収集運搬・処

分、貯水槽清掃など
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4.5.23 株式会社藤井基礎設計事務所 代表取締役社長 藤井　俊逸  島根県松江市東津田町1349 0852-23-6721
http://www.fujii-

kiso.co.jp/wordpress/

学術研究、専門・

技術サービス業

測量・用地　調査　(地盤調査・計測・現

場試験・ガードレール根入れ調査・地下

レーダー探査　など)、基礎設計　(斜面調

査・落石検討・基礎地盤検討・特殊工法

など)、土木設計　(道路・下水・トンネ

ル・橋梁・造成　など)、港湾設計　(漁

港・港湾)、維持管理　(インフラメンテナ

ンス事業)、工事中の安全管理・工法変更

対応、土木工事に役立つ装置開発・シス

テム開発　(シンク・フジイ)

地域開発・地域活性化　ジオパーク、ス

サノオマジック

教育事業　「土木模型」による土木教

育、e-ラーニング事業、ジオパーク事業

その他　地域防災学習　(土砂災害・河川

4.5.23 有限会社　ケーティーエス 代表取締役 門脇 秀夫
島根県隠岐郡隠岐の島町池田

高城1-5
08512-2-9175

学術研究、専門・

技術サービス業

測量、地質調査、建設・補償コンサ

ルタント

4.5.25 株式会社ソコロシステムズ 代表取締役 寺井　清 島根県益田市三宅町1番19号 0856-22-5172 https://www.socorro.co.jp/ 情報通信業
システムインテグレーター、教育訓

練、ランドオペレーター

4.6.1 北陽警備保障株式会社 代表取締役 幡　好明 島根県松江市袖師町9番35号 0852-24-8111
https://www.hokuyo-

keibi.co.jp/
その他サービス業

警備業（主に機械警備業務、その

他、施設警備業務、現金輸送業務

棟）

4.6.3 金海商会 代表 金海　慶一
島根県仁多郡奥出雲町三成

598-1
0854-54-0295 https://kanaumisyokai.com/ その他サービス業

鉄・非鉄金属などの再生資源を回

収、リサイクル活動を行っています。

4.6.6 株式会社浜田昭石 代表取締役 福井　伸夫 島根県浜田市浅井町1508-5 0855-22-1027 http://www.hamasyo.co.jp/ その他サービス業 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ場カラオケ店、お弁当店運営

4.6.7 昭和セメント工業株式会社 代表取締役 矢田　斉
島根県出雲市上塩冶町2775-

5
0853-23-4560 http://showace.jp/ 製造業 コンクリート製品製造業

4.6.９ おだわら歯科クリニック 院長 小田原　聖
島根県松江市黒田町４６５－

１
0852－61－8338

https://www.matsue-

dental.com/
医療、福祉 歯科医院

4.6.6 山陰ヤクルト販売株式会社 代表取締役 山本 祥二 出雲市斐川町荘原3946番地 0853-73-8960
https://www.sanin-

yakult.co.jp
卸売業、小売業 ヤクルト商品の販売

4.6.14 有限会社　蔦川土木 代表取締役 蔦川　明希
島根県仁多郡奥出雲町大馬木

1966番地38
0854-53-9078 建設業 土木工事業

4.6.14 株式会社　グレイスデザイン 代表取締役 小澤　晶子 松江市幸町829-9 0852-33-7792 http://grace-design.info その他サービス業 デザイン業

4.6.22 医療法人煌星会 よしの歯科クリニック 理事長 吉野　典子 松江市玉湯町湯町422-2 0852-33-7654
https://www.yoshino-

dent.com/
医療、福祉 歯科診療所

4.7.1 株式会社 ダイニ 代表取締役社長 安達　稔 出雲市高岡町1341 0853-23-5555 http://daini-inc.jp/ 建設業 舗装・土木工事業

4.6.24 エステック株式会社 代表取締役 永島　正嗣 松江市東出雲町揖屋2797-3 0852-52-6100 https://www.stc-jp.co.jp/ 製造業

オーダーメイドによる各種切断機、全

自動試料調製装置、その他省力機械

製造

4.6.28 ダイワボウレーヨン株式会社益田工場 取締役工場長 庄野　栄作 益田市須子町３ー１ 0856-31-0550 https://daiwaborayon.co.jp/ 製造業
レーヨン綿・レーヨントウの製造、

販売　等

4.7.2 株式会社ホンダカーズ出雲 青野　武文
出雲市斐川町荘原２２４２－

２
0853-72-2300

https://www.hondacars-

izumo.co.jp/
卸売業、小売業

新車販売、中古車販売、車検・点

検・整備・修理、自動車損害保険代

理業、生命保険代理業、

リース、レンタカー、部品用品

4.7.5 有限会社　日高毅商店 代表取締役 日高　一眞 邑智郡邑南町井原505 0855-95-0496 その他サービス業 廃棄物処理業

4.7.11 有限会社　西ノ宮商店 代表取締役社長 宮本　健一 松江市東朝日町279 0852-24-2348
http://www.nisinomiya.co.jp

/index.html
卸売業、小売業

醸造機械（清酒、醤油、ワイン

等）　設計・製作・販売

4.7.11 有限会社松本機械工業 代表取締役 松本　薫 益田市向横田町イ47-1 0856-25-1082 その他サービス業
工業用機械の修理・保守メンテナン

ス、現場資材加工等

4.8.1 有限会社　松の湯 代表取締役 松崎　滋 松江市玉湯町玉造1215 0852-62-0611 https://matsunoyu.jp
宿泊業、飲食サー

ビス業
旅館

4.7.1 株式会社ハナオカ工務店 代表取締役 畑岡　憲治
浜田市金城町下来原1535番

地
0855-42-0005

https://www.hanaoka-

k.com/
建設業 一般土木工事業

4.7.26 益田タクシー株式会社 代表取締役 藤原　健三 益田市赤城町6-22 0856-22-8181 https://www.masutaku.com/ 運輸業、郵便業
一般乗用旅客自動車運送事業（タク

シー）

4.7.27 株式会社 伸和 代表取締役 椋 慎吾 浜田市三隅町岡見340番地1 0855-32-2650
http://www.misumi-

shinwa.com/
その他サービス業

警備業，海運業，港湾荷役業，ビルメ

ンテナンス業

4.7.27 株式会社ひょうま 代表取締役社長 吉田　拓也 益田市高津7丁目11-14 0856-22-4141 https://www.hyoma.net/ 医療、福祉
仏壇、仏具・寺院用仏具・お墓の製

造販売、葬祭事業、介護保険事業

4.8.1 有限会社齋藤アルケン工業 代表取締役 齋藤　憲嗣 浜田市下府町327-119 0855-22-1773
https://hohoemilife-

shimane.com/
医療、福祉

居宅介護支援事業・福祉用具貸与販

売・建設業
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4.8.1 株式会社トリコン 代表取締役 上田　康志
邑智郡邑南町中野3825番地

８
0855-95-2150 http://www.toricon.co.jp/ 製造業

電子部品（LEDランプ）の製造・販

売

4.8.1 株式会社しちだ･教育研究所 代表取締役 七田　厚 江津市江津町526-1 0855-52-4803 https://www.shichida.co.jp 教育、学習支援業 幼児教育教材の通信販売、通信教育

4.8.1 株式会社フクダ 代表取締役 福田　弘道 出雲市斐川町沖洲1080 0853-72-0201
https://www.fukuda-

corp.co.jp/
建設業

各種土木工事、建築工事を行う総合

建設業として事業展開しています。

4.8.2 有限会社ニシカワ　第4工場 常務取締役 西川　和希 雲南市木次町里方1093-27 0854-47-7382 製造業 輸出梱包用木箱・木枠・ﾊﾟﾚｯﾄの製造

4.8.3 社会福祉法人 愛耕福祉会 理事長 白根 康久
雲南市加茂町南加茂４１番地

３
0854-47-7037

https://www.aikofukushikai.

org/
医療、福祉 保育所の経営

4.8.5 一般社団法人豊かな暮らしラボラトリー 代表理事 檜垣賢一 益田市幸町8番19号 0856-25-7144 https://www.yutalab.com/ その他サービス業

社会教育プログラムの企画・運営、中

高生・若者向けサードプレイスの運

営、高校支援、地域自治組織支援、

若手社会人の研修会の企画・運営等

4.8.1  三刀屋金属株式会社 代表取締役
久留主　信一

郎
雲南市三刀屋町殿河内１４４ 0854-45-2931

 https://mitoya-

kinzoku.co.jp/
製造業

 輸送用機械器具製造（自動車部品製

造)

4.8.8 有限会社　メガネのモチダ 代表取締役 持田　裕子 松江市乃白町3-3 0852-24-3390 www.megane-mochida.com 卸売業、小売業 眼鏡の販売

4.8.10 社会福祉法人桜江福祉会 理事長 千代延　俊介 江津市桜江町長谷2723-2 0855-92-8450 http://sakuraefukushikai.jp/ 医療、福祉 社会福祉事業

4.7.14 株式会社タカハシ包装センター 代表取締役社長 高橋　将史 浜田市原井町3050ｰ34 0855-22-4503
https://www.takahashi-

hc.co.jp/
卸売業、小売業 包装資材、包装機器の販売

4.8.12 新光プロパン瓦斯株式会社 代表取締役 村上　章 鹿足郡吉賀町朝倉1451-1 0856-78-1120 http://www.sinkogas.com/ 卸売業、小売業 LPガス小売り、水道施設工事

4.8.18 樋野電機工業有限会社 代表取締役 松坂　好孝 松江市東出雲町揖屋2801-1 0852-52-6886 http://www.hinoden.com/ 製造業
電気機械器具製造業（各種制御盤

設計・製作）

4.8.19 株式会社共立エンジニヤ 代表取締役社長 奥田　真二
松江市西津田２丁目１３番７

号
0852-27-8720 http://kyouritsu-e.co.jp/

学術研究、専門・

技術サービス業

総合建設コンサルタント(測量・設

計・地質調査・補償業務)

4.8.17 株式会社　高橋産業 代表取締役社長 高橋　修平 松江市宍道町佐々布868-16 0852-66-0819
http://www.takahashi-

sangyo.jp
製造業 精密機械切削加工

4.8.25 益田自動車工業 株式会社 代表取締役社長 高木　睦 益田市有明町3-28 0856-23-1011

https://m-

jiko.business.site/?utm_sour

ce=gmb&utm_medium=refer

ral

その他サービス業

新車、中古車の自動車販売、車検整

備、鈑金と地域に根付いて７９年の

自動車総合センターです。

4.8.26 有限会社　三英堂 代表取締役 岡　敏和 松江市浜乃木1-1-53 0852-21-3403 https://saneido.jp/ 製造業 和菓子製造販売

4.8.23 有限会社　原鉄工 代表取締役 原　徹 出雲市斐川町荘原2792 0853-72-0435 製造業 機械部品等の製造

4.9.1 株式会社古川コンサルタント 代表取締役 古川　篤 出雲市塩冶町１６１２番地1 0853-21-5131 https://furukawact.co.jp
学術研究、専門・

技術サービス業

建設コンサルタント（測量・土木設

計・地質調査・補償調査）

4.4.1 社会福祉法人　川本福祉会 理事長 木村　正明 邑智郡川本町大字因原518-1 0855-72-3517
http://www.kawamotofukus

hikai.jp
医療、福祉

社会福祉事業、老人福祉施設運営、

保育所運営、介護保険施設運営、介

護保険居宅サービス事業運営

4.9.5 ヒカワ工業株式会社 代表取締役 福田　美樹 出雲市斐川町沖洲922番地 0853-72-6119 https://www.hikawa-k.jp 建設業 土木工事、舗装工事

4.9.6 株式会社マツケイ 代表取締役社長 名原　厚
松江市乃木福富町735番地

211
0852-32-1616 http://www.matsukei.co.jp/ 情報通信業

システム開発、データセンター事業、

アウトソーシング事業、機器販売

4.8.25
特定非営利活動法人　しまね自立支援セ

ンター
理事長 栂　紗綾花 松江市大輪町392番地24 0852-25-7797

http://fc2480022018201.web

4.blks.jp
医療、福祉 居宅介護、重度訪問介護、訪問介護

4.9.13 出雲鉄工株式会社 代表取締役 高橋　伸和 出雲市長浜町517-1 0853-28-0780 https://izumotek.com/ 製造業 鉄骨製品加工

4.9.12 有限会社　ブルーム 代表取締役 細田　明 仁多郡奥出雲町下横田893 0854-52-2371
https://www.furusato-

bloom.com
医療、福祉 介護福祉業

4.9.13 株式会社　観光農園スカイファーム 代表取締役 高橋　みさ子 益田市遠田町1261-3 0856-22-7777 https://kanko-skyfarm.com 農林水産業 果物の生産、販売、加工

4.10.1 かばはうすホールディングス株式会社 代表取締役 松田　幸紀 安来市安来町2093‐4 0854-23-1113 http//robata-kaba.jp
宿泊業、飲食サー

ビス業
山陰海鮮炉端かばの運営

4.9.15 株式会社髙千穂建設 代表取締役 佐藤　清史 松江市石橋町306番地 0852-33-7553
https://www.takachihokense

tsu.com/
建設業 型枠工
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4.9.21 ライスフィールド有限会社 取締役 吉岡　雅裕 松江市下佐陀町1349 852-36-4277 農林水産業 水稲栽培

4.9.27 株式会社　彩雲堂 代表取締役 山口　周平 松江市天神町１２４ 0852-27-2701 https://www.saiundo.co.jp 製造業 和生菓子

4.9.30 林産業株式会社 代表取締役 林　和弘 出雲市灘分町２２８１番地２ 0853-62-1144
https://hayashisangyou.co.jp

/
建設業 管工事業、機械器具設置業

4.10.1 松浦造園株式会社 代表取締役 松浦　隆介 松江市大庭町728-6 0852-21-1489 https://ma2urazoen.jp/ 建設業
造園工事業、土木工事業、林業、廃

棄物処理業、一般貨物運送業

4.10.1 株式会社ニッポー　島根工場 工場長 内田　博隆
仁多郡奥出雲町下横田７５０

－１
0854-52-0066 http://www.nippo-co.com 製造業

温度・湿度調節器の製造、マイクロ

コンピュータ応用製品開発、超音波

加湿器・洗浄機の製造、その他電子

機器の開発・製造・販売、クラウド

サービスの開発と提供、インター

ネット関連事業

4.9.10 株式会社中澤建設 代表取締役 中澤 豊和 雲南市掛合町掛合2429番地2 0854-62-0219
http://www.nakazawa-

ken.co.jp/
建設業 建設業、土木工事一式

4.10.14 宝持運輸株式会社 代表取締役社長 樋口　太
松江市東出雲町出雲郷1407-

1
0852-52-0333 運輸業、郵便業

一般貨物自動車運送業・倉庫/荷役作

業

4.11.1 特定非営利活動法人やわらぎ 理事長 田中　克己 雲南市木次町里方84ｰ53 0854-42-5616
http://blog.canpan.info/ikiiki

yawaragi/
医療、福祉

介護保険事業（認知症対応型グループ

ホーム（グループホームやわらぎ）、

認知症対応型通所介護（デイサービ

スやわらぎ）、居宅介護支援事業所

（介護相談やわらぎ））

4.9.17 株式会社田部竹下酒造 代表取締役社長 浅田　伸二 雲南市掛合町掛合955-5 0854ｰ62ｰ9880 製造業 清酒の製造と販売

4.10.20 株式会社イズコン 代表取締役 福田　康伴 出雲市大津町1778-1 0853-23-2633 https://izcon.jp/ 製造業

プレキャストコンクリート製品及び

建築用PC部材の開発、設計、製造、

販売

4.10.20
有限会社きたがき　ミートショップきた

がき
代表取締役 北垣　健司 松江市西茶町71 0852-26-2760 https://www.kitagaki.net/ 卸売業、小売業 精肉加工販売及び惣菜の製造・販売

4.10.1 有限会社パレス和光 代表取締役 伊藤　誠二 江津市和木町606-14 0855-52-0147 https://palace-wako.com
宿泊業、飲食サー

ビス業
レストラン　・　ホテル

4.10.24 有限会社東洋ユニフォームセンター 代表取締役 成澤　多美子 松江市片原町103 0852-25-4111 https://toyo-yuni p-kit.com/ 卸売業、小売業
ユニフォーム全般（白衣を含む）、

学生服、イージーオーダーの販売

4.11.2 株式会社島根建材公社 代表取締役社長 小林　裕典 大田市大田町大田イ431-7 0854ｰ82-0860
https://www.shimanekenzai.

jp
卸売業、小売業 建設・土木資材卸

4.11.1 有限会社ニーズシステムサービス 取締役 星野　克美 出雲市斐川町上直江450-1 0853-72-3303 製造業

繊維機械器具の自動制御装置の製造

販売・繊維機械並びにその付属機具

類の販売、据付工事及び保守業務・

紳士服及び婦人服の縫製販売など

4.11.1 株式会社キューサイファーム島根 代表取締役社長 廣田　英二 益田市虫追町320-39 0856-28-8012 農林水産業 農産物の栽培・加工・販売

4.11.1 株式会社　サンパ工業 代表取締役 近藤　尚男 大田市久利町松代240-1 0854-82-0912 製造業 コンクリート二次製品製造


