
商号名称 本店住所

島根西いすゞモーター㈱ 島根県益田市中島町イ27-1

㈱静環検査センター広島営業所 広島県広島市中区十日市町2-3-8 空鞘ＴＳﾋﾞﾙ202

㈲青電舎 岡山県岡山市中区祇園433-6

㈲六日市ホンダ 島根県鹿足郡吉賀町立河内1097番地

㈱ヤマハ環境開発 島根県益田市高津7-6-1

㈲⾧藤商店 島根県鹿足郡吉賀町七日市512

都築電気㈱ 広島営業所 広島県広島市中区基町5番44号

ホシザキ中国 ㈱ 益田営業所 島根県益田市高津８丁目6-25

㈲ジンザイサニテック 島根県出雲市荒茅町4199-1

㈱トーワエンジニアリング 島根県出雲市萩杼町420番地1

日本運搬機械㈱ 広島県福山市卸町15番16号

㈱ケイエルシステム 岡山県岡山市北区平田117番地の120

セキュリティ電工㈱ 広島県広島市安佐南区祇園3丁目13番19-3号

㈱えむぼま 愛媛県松山市余戸中4丁目5番43号

㈱アイ・ティー・シー 広島支店 広島県広島市西区中広町三丁目3番18号

㈱両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成二丁目7番16号

東海リース㈱ 広島支店 広島県広島市南区的場町一丁目3番6号

㈱ウェルウェル 広島県広島市西区商工センター三丁目4番25号

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス㈱ 中国支社 広島県広島市南区比治山本町11番20号

大和リース㈱ 山陰営業所 島根県松江市学園南1-15-10

㈱イーセル 広島支店 広島県広島市西区井口五丁目6番4号

㈱フジマック 中四国事業部 広島県広島市安佐南区祇園３丁目17番3号

六日市商事㈲ 島根県鹿足郡吉賀町六日市778

ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 中国支店 広島県広島市中区八丁堀16番11号

東和環境科学㈱ 山陰営業所 島根県松江市古志原町2-22-31

㈱シーズ総合政策研究所 島根県松江市菅田町180番地

㈱創和 東京都江戸川区篠崎町三丁目33番8号

㈱ＮＴＴフィールドテクノ中国支店島根営業所 島根県松江市東朝日町102

㈱図書館流通センター 東京都文京区大塚三丁目1番1号

山陰クボタ水道用材㈱ 益田営業所 島根県益田市下本郷町194-12

藤システムズ㈱ 広島県広島市西区中広町二丁目22番3号

㈱阪神マテリアル 大阪府大阪市住之江区北加賀屋三丁目2番18号

愛知時計電機㈱ 広島営業所 広島県広島市西区中広町二丁目13番25号

㈱テスコム 九州支店 福岡県大野城市御笠川4丁目11番19号

ＮＤネットサービス㈲ 大阪府堺市堺区神南辺町二丁90番地5

三笠産業㈱ 島根営業所 島根県益田市中島町ロ186番地1

㈱ぎじろくセンター 山口県宇部市大字西岐波1540番地の12

㈱大和速記情報センター 関西営業所 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1

アイテック㈱ 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号

㈲サンテック 関西支店 兵庫県赤穂郡上郡町高山1302番地

㈱ミウラ化学 山口県宇部市草江二丁目9番10-1号

㈱ヤマモト 関西支店 兵庫県神戸市灘区千旦通2-5-11

㈲消防機材センター 島根県益田市中吉田町338-1

登録業者一覧　【物品】　（令和３年３月３１日現在）
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グリーンフォレスト合同会社 島根県鹿足郡吉賀町七日市907-1

㈱エヌ・イーサポート 松江営業所 島根県松江市上乃木六丁目2番59号

国際航業㈱ 山陰営業所 島根県松江市朝日町484-16住友生命松江ビル

㈱マツケイ 島根県松江市乃木福富町735-211

㈲コアソム 島根県益田市下本郷町60-1

㈱バイタルリード 島根県出雲市荻杼町274番地2

三光ビル管理㈱ 島根県益田市乙吉町イ202番地1

富士ゼロックスシステムサービス㈱ 公共事業本部 西日本支店 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目14番1号

㈱エムティーアイ 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

㈱パスコ 島根営業所 島根県松江市北陵町34番地

㈲ふれあいショップのうみ 島根県鹿足郡吉賀町柿木村柿木645番地1

㈱ＮＴＴドコモ 中国支社島根支店 島根県松江市東朝日町88-1

㈱大川清風堂 島根県浜田市⾧浜町319-1

㈲明清ビル管理 島根県益田市遠田町315-3

㈲金田商店 島根県益田市昭和町3番20号

株ぎじろくセンター 島根事務所 島根県松江市千鳥町26-1 湖北ビル306号室

㈱三豊 愛知県豊橋市西山町西山328番地

㈱エブリプラン 島根県松江市北陵町46番地6

㈱山陰ディーゼル商事 島根県松江市学園一丁目16番46号

㈱地域科学研究所 香川事務所 香川県高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル

㈱アテナ 島根県松江市内中原町226番地3

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート㈱ 東京都大田区山王一丁目3番5号

丸茂電機㈱ 広島営業所 広島県広島市中区銀山町1-11フジスカイビル

ノダック㈱ 埼玉県さいたま市南区文蔵3丁目28番6号

国土情報開発㈱ 東京都世田谷区池尻二丁目7番3号

㈲斡旋企画 島根県益田市遠田町1059-9

大和冷機工業㈱ 周南営業所 山口県周南市今宿町2-1

㈱日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央１丁目17番9号

㈲協和リクレイム 広島市安佐北区白木町大字志路6503番地の4

北陽電気工事㈱七日市出張所 島根県鹿足郡吉賀町七日市909-2

㈱石原製作所 益田営業所 島根県益田市遠田町2092-2

㈲六日市石油店 島根県鹿足郡吉賀町六日市462番地1

浜覚肥糧㈱ 益田店 島根県益田市中島町イ267-1

㈱島根情報処理センター 島根県出雲市今市町321番地3

中電技術コンサルタント㈱ 浜田営業所 島根県浜田市黒川町129番地5

㈲石西環境衛生センター 島根県益田市東町42番97号

出雲グリーン㈱ 益田営業所 島根県益田市駅前町28-20

安江学遊計画㈱ 島根県益田市染羽町4番59号

山陰アイホー調理器㈱ 島根県松江市東出雲町意宇東三丁目6番地5

㈱フマイクリーンサービス 島根県松江市八幡町880番地8

ＮＴＴ・ＴＣリース㈱ 中国支店 広島県広島市中区立町2番27号 ＮＢＦ広島立町ビル2F

ピツニーボウズジャパン㈱大阪支店 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3-13大阪国際ビルディング

㈱呉島商会 山口県下松市大字東豊井字宮ノ須鼻736-1



商号名称 本店住所

登録業者一覧　【物品】　（令和３年３月３１日現在）

㈱明和製作所 和歌山県和歌山市六十谷551番地

矢切薬品㈱ 岡山県岡山市南区妹尾3273-3

㈱クマヒラセキュリティ 松江支店 島根県松江市学園1丁目6番14号

㈱日本斎苑 広島県三次市十日市東2丁目3番8号

吉賀運送 ㈲ 島根県鹿足郡吉賀町沢田788-2

ダイワエンジニアリング㈱ 島根県益田市中島町イ19番地2

高津川森林組合 島根県益田市横田町454番地1

さきや 島根県鹿足郡吉賀町六日市789

柏村印刷 ㈱ 益田支店 島根県益田市乙吉町イ336-9

リコージャパン㈱販売事業部島根支社島根営業部 島根県益田市昭和町23番地20号

正和商事㈱ 九州営業所 北九州市小倉北区上富野１丁目4-1-2 Ｂ１

ハマダ㈱ 広島県呉市中央5丁目8-22

㈱ジャパンインターナショナル総合研究所 京都府京都市右京区西京極西池田町9番地5 西京極駅前ビル6階

三保電機㈱ 広島県広島市西区大芝1-24-19

四国環境整備興業㈱ 山口営業所 山口県山口市維新公園2丁目3番12号

㈱日本選挙センター 東京都千代田区神田神保町1丁目３４番地

三菱電機ビルテクノサービス㈱ 中国支社 広島県広島市中区中町7番22号

出雲水機工業㈱ 島根県出雲市神門町1397番地

西日本電信電話㈱ 島根支店 島根県松江市東朝日町102

フジ地中情報㈱ 広島支店 広島県広島市西区庚午北2丁目16番4号 シャムロックビル

川重商事㈱神戸本部 鉄鋼部 兵庫県神戸市中央区海岸通8番

公益財団法人 島根県環境保健公社 島根県松江市古志原一丁目4番6号

パシフィックコンサルタンツ㈱ 山陰事務所 島根県松江市末次本町46番地

水ing㈱ 中国営業所 広島県広島市中区大手町四丁目6番16号 山陽ビル

日成ビルド工業㈱ 米子営業所 鳥取県米子市角盤町1-173松屋ビル3F

クリーン㈱ 島根県大田市⾧久町⾧久ｲ249-2

㈲岩本商事 山口県防府市大字向島1739-2

㈱くろがね工作所 広島営業所 広島県広島市西区大芝3-13-5 ｲﾄｰﾋﾞﾙ302

NECフィールディング㈱広島支店 広島県広島市中区国泰寺町2-5-11

扶桑電通㈱ 松江営業所 島根県松江市学園南2-10-14 タイムプラザビル

浜田ビルメンテナンス㈱ 益田営業所 島根県益田市幸町4-64 デュオ幸106

㈱エスティック 島根県出雲市白枝町607-6

㈱オオバ 広島支店 広島県広島市中区銀山町4番17号

富士通㈱ 山陰支社 島根県松江市学園南二丁目10番14号

ナブコドア㈱ 松江営業所 島根県松江市西嫁島1丁目５番２２号

都市環境整備㈱ 益田支社 島根県益田市高津町イ2571-2

リコーリース㈱ 中国支社 広島県広島市中区八丁堀3-33

イマックス㈱ 島根県出雲市高岡町166-1

日本電気㈱ 中国支社 広島県広島市中区八丁堀16-11

ホクサン厨機㈱ 浜田営業所 島根県浜田市高佐町628番地4

西日本リネンサプライ㈱リースキン岩国営業所 山口県岩国市麻里布町7-4-12

㈱明電エンジニアリング 中国支店 広島県広島市中区大手町二丁目8番4号

㈱データホライゾン 広島県広島市西区草津新町1丁目21番35号 広島ミクシス・ビル



商号名称 本店住所

登録業者一覧　【物品】　（令和３年３月３１日現在）

ランドブレイン㈱ 松江事務所 島根県松江市山代町522-3

㈱中国パラテックス 岡山県岡山市南区新保１１１６−７

㈱会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町16番

日海通信工業㈱ 松江支店 島根県松江市古志原三丁目12番31号

税理士法人 ⾧谷川会計 広島県広島市西区庚午中二丁目11番1号

㈱名豊 愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号

いであ㈱ 山陰事務所 島根県松江市古志原二丁目22番31号

㈱ハツタ山口 山口県周南市久米1124番

㈱ダック 広島県広島市中区鶴見町4-25

㈱オーヤラックス広島営業所 広島県広島市中区上八丁堀8番7号

㈱中央ジオマチックス 広島営業所 広島県広島市中区千田町1丁目8番3号

㈱松村電機製作所 中国支店 広島県広島市東区光町1丁目12番20号 もみじ広島光町ビル

東洋メンテナンス㈱ 大阪府東大阪市本庄西一丁目10番24号

日本メンテナスエンジニヤリング㈱ 中国支店 広島県広島市南区京橋町8番18号

ヤンマーアグリジャパン㈱ 七日市支店 島根県鹿足郡吉賀町七日市473

㈱明電舎 中国支店 広島市中区大手町2丁目8番4号

㈱ぎょうせい 中国支社 広島県広島市中区三川町2番10号 愛媛ビル・広島5階

㈲宗正建設 島根県鹿足郡吉賀町朝倉870番地

㈲パル 広島県広島市中区大手町3丁目6-28

㈱西日本水道センター 広島支店 広島県広島市中区八丁堀1-23-915

㈱ジェイエスキューブ 第６営業本部 広島県広島市南区稲荷町2-14

エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト㈱ 大阪府大阪市北区大深町3番1号

東洋計器㈱ 広島事務所 広島県広島市西区南観音3丁目5番2号

和幸電通㈱ 浜田営業所 島根県浜田市原井町3050-32

新日本法規出版㈱ 広島支社 広島県広島市中区国泰寺町一丁目５番９号

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋四丁目1番1号 淀屋橋三井ビルディング

富士通ネットワークソリューションズ㈱ 中国支店 広島県広島市中区紙屋町一丁目2番22号

㈱地域事業再生パートナーズ 出雲市築山新町8番地16

㈱中四国クボタ 吉賀営業所 島根県鹿足郡吉賀町広石234-5

神戸綜合速記㈱ 兵庫県神戸市中央区北⾧狭通4丁目3番8号

㈱ムサシ 中四国支店 広島県広島市中区本川町2-6-11

日通商事㈱山陰営業センター 鳥取県米子市両三柳2371番8

アイ・コーポレーション㈱ 島根県鹿足郡吉賀町広石562-22

西日本クリーンサービス㈱ 島根県益田市久城町1028番地6

安野産業㈱ 島根県益田市高津七丁目6番10号

㈱東和テクノロジー 山陰営業所 島根県松江市東津田町361番地

㈱ウエスコ 益田営業所 島根県益田市あけぼの東町7-2 タウンあけぼの

㈲オートサロン六日市 島根県鹿足郡吉賀町広石562番地8

㈱ニッコク 広島支店 広島県広島市西区東観音町6番9-102号

㈱三輝 大阪府大阪市北区同心一丁目10番12号

㈱サンネット 広島県広島市中区袋町4番21号

柾木工業㈱ 大阪府大阪市此花区梅町2-2-25

㈲森下自動車 島根県鹿足郡吉賀町六日市363番地2



商号名称 本店住所

登録業者一覧　【物品】　（令和３年３月３１日現在）

㈱出雲ポンプ 島根県益田市あけぼの東町14番地15

ティーエスケイ情報システム㈱ 島根県松江市学園南二丁目10番14号

㈱ケイズ 島根支店 島根県松江市殿町111 松江ｾﾝﾁｭﾘｰﾋﾞﾙ3階

㈲野津善助商店 石見営業所 島根県益田市中吉田町344番地1

㈱タイピック 島根県益田市常盤町7番3号

㈱コーネットワーク 大阪府大阪市西淀川区姫島1丁目14-18

セコム山陰㈱ 島根県松江市北陵町34番地

㈲イワミ精機 島根県鹿足郡吉賀町柿木村柿木539-1

田原資材㈱ 島根県鹿足郡吉賀町柿木村大野原580番地2

㈱広島情報シンフォニー 広島県広島市東区牛田新町二丁目2番1号

㈱ワールド測量設計 浜田営業所 島根県浜田市⾧沢町3074

アジア航測㈱ 出雲営業所 島根県出雲市中野美保南3丁目3-4

日本水工設計㈱ 大田事務所 島根県大田市久利町久利729番地

新光プロパン瓦斯㈱ 島根県鹿足郡吉賀町朝倉1451-1

㈱日本管財環境サービス 山口営業所 山口県山口市小郡高砂2番7号

㈱エヌ･ティ･ティ･データ中国 広島県広島市南区比治山本町11番20号

柳井無線パーツ㈱ 島根県益田市下本郷町999-1

㈲田渕電器 島根県鹿足郡吉賀町七日市484-4

古永ふとん店 島根県鹿足郡吉賀町六日市781-1

日精販有限会社 島根県益田市中吉田町364-1

㈱松本コンサルタント 徳島県徳島市東吉野町二丁目24番地6

㈱協働管財 東京都新宿区若葉1-10-11

中国電設工業㈱ 広島県広島市中区千田町三丁目10番5号

和幸情報システム㈱ 島根県松江市伊勢宮町560

（株）きもと 福岡サテライトオフィス 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番27号

㈱原商 益田支店 島根県益田市遠田町2680

ミドリ安全山陰㈱ 浜田営業所 島根県浜田市周布町イ40-3

一般財団法人 中国電気保安協会 広島県広島市東区二葉の里三丁目5番7号

山陽マーク㈱ 広島県広島市西区楠木町1丁目2-5

和幸㈱ 島根県松江市伊勢宮町564番地

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱ 中国支店 広島県広島市中区八丁堀16番11号

TIS㈱ 産業公共事業本部 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番1号

㈲カスヤ 島根県鹿足郡吉賀町六日市785

㈲佐伯家具店 島根県鹿足郡吉賀町七日市604番地1

友貞プリント店 島根県鹿足郡吉賀町六日市833

石見資源リサイクル事業共同組合 島根県益田市左ヶ山イ1228-12

㈲宮内オリエント商会 島根県益田市高津八丁目6-16

㈱技研設備 島根県益田市高津町イ2556番地1

山口調理機 ㈱ 山口県防府市大字浜方272番地の16

日清医療食品㈱ 中国支店 広島県広島市中区八丁堀3番33号

㈱NAC 山口県防府市新橋町１番３２号

⾧野ポンプ㈱大阪営業所 大阪府吹田市豊津町1-31 由武ﾋﾞﾙ5階C号室

㈲オーケイ産交 島根県鹿足郡吉賀町広石793番地9



商号名称 本店住所

登録業者一覧　【物品】　（令和３年３月３１日現在）

ＡＬＳＯＫ山陰㈱ 島根県松江市朝日町447-17

㈱吉谷 島根県松江市東朝日町233番地4

㈱ＴＡＭＡＹＡ 浜田支店 島根県浜田市相生町3923-2 Ｃ号

㈱サイネックス 大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目6番13号

第一法規㈱ 東京都港区南青山二丁目11番17号

周南マリコム㈱ 山口県周南市入舟町2-3

㈱タイヨー通信 出雲営業所 島根県出雲市天神町52番地

トヨタL＆F広島㈱ 浜田営業所 島根県浜田市熱田町836番地1

㈱サニクリーン中国 益田営業所 島根県益田市下本郷町192-1

富士通リース㈱ 中国支店 広島県広島市中区紙屋町一丁目2番22号

㈱クリアプラス 浜田営業所 島根県浜田市相生町3889

㈱日立システムズ 山口支店 山口県山口市熊野町1番10号

フクシマガリレイ㈱ 山口営業所 山口県山口市朝田流通センター601-13

㈱エイテック 益田営業所 島根県益田市高津六丁目16-18-105

北海道地図㈱東京支店 東京都千代田区平河町2丁目6番1号

さんもく工業㈱ 松江支店 島根県松江市八幡町888番地

㈱JECC 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号

㈱ゼンリン 山口営業所 山口県山口市平井129番地4

ＥＷＰ㈱ 島根県鹿足郡吉賀町広石486番地

㈱ミック 益田支店 島根県益田市中吉田町1097-3

㈲松前電気商会 島根県鹿足郡吉賀町六日市381

㈱マイメディア 島根県益田市下本郷町56番地1

㈱松江情報センター 島根県松江市母衣町180番地20

日立キャピタル㈱ 東京都港区西新橋一丁目3番1号

大森機械工業㈱ 広島県広島市安佐南区山本1-8-21

㈱地域計画工房 広島県広島市西区楠木町一丁目14番10-202号

西日本法規出版㈱ 岡山県岡山市高柳西町1-23

パナソニックシステムソリューソンズジャパン株式会社中国社中国営業所 広島県広島市中区八丁堀5番7号

㈱森のエネルギー研究所 東京都羽村市小作台1-4-21 ＫＴＤキョーワビル小作台

㈱日本漏防コンサルタント 広島営業所 広島県広島市安佐南区緑井8丁目3-5-101

㈱熊谷興産 岡山県岡山市北区青江五丁目22番34号

（株）ファーム鳥取 鳥取県西伯郡大山町高橋327

㈱日立システムズエンジニアリングサービス西日本支社 中国支店 広島県広島市中区上幟町3番33号

西戸崎興産㈱ 島根事業所 島根県江津市都野津町2308-12

㈱アイ・コミュニケーション 島根県松江市北陵町46番地4

㈱日本インシーク 神戸支社 兵庫県神戸市灘区灘南通5丁目4番15号

学校法人 香川学園 宇部環境技術センター 山口県宇部市文京町4番23号

㈱エイエム建設コンサルタント 津和野事務所 島根県鹿足郡津和野町後田ロ69

㈱アットアイ 島根県益田市駅前町17-1 EAGA  A201

タニコー㈱ 広島営業所 広島県広島市安佐南区東野一丁目4番16の4号

㈲柿木アポロ 島根県鹿足郡吉賀町柿木村白谷1706-1

㈲リースキン山陰 島根県浜田市⾧沢町170-3

カナツ技建工業㈱ 島根県松江市春日町636番地



商号名称 本店住所

登録業者一覧　【物品】　（令和３年３月３１日現在）

㈱富士通ゼネラル中四国情報通信ネットワーク営業部 広島県広島市西区南観音5丁目11番12号

㈱ライト 西部支店 島根県益田市駅前町37-15

アズビル金門㈱ 中四国支店 広島県広島市東区光町1丁目10.-19

㈲セレトピア 三潮画材部 島根県益田市昭和町5-6

㈱愛スポーツ 島根県松江市東津田町1736-1

㈱ナガワ 島根営業所 島根県松江市玉湯町湯町159-1

オリジナル設計㈱ 島根西営業所 島根県浜田市三隅町三隅332番地2

㈱泉屋産業 島根県鹿足郡吉賀町六日市801

ハゼヤマ・エアコン㈱ 島根県浜田市下府町388番地41

㈲たちばな 島根県益田市高津八丁目6番14号

(合)瀬尾商店 島根県鹿足郡吉賀町七日市５１２−９

㈱桐和 益田市中須町535-1

Original Nutrition ㈱ 大阪府大阪市淀川区東三国6-19-2

㈱ソコロシステムズ 島根県益田市三宅町1番19号

㈱六日市ボデー 島根県鹿足郡吉賀町立河内449

㈲ワイ・エス企画 島根県益田市あけぼの西町4-13

㈲文華堂 島根県益田市あけぼの本町4-7

クボタ環境サービス㈱ 広島県広島市東区二葉の里三丁目5番7号

水元商店 島根県鹿足郡吉賀町七日市469-1

㈱ミライド 島根県益田市乙吉町イ107番地5 ベイスビル

グローリー㈱ 兵庫県姫路市下手野1-3-1

ホクサン厨機㈱ 松江市西嫁島1丁目4番31号

中外テクノス㈱ 広島県広島市西区横川新町9番12号

㈱よしか塗装 島根県鹿足郡吉賀町柿木村下須681番地

ミドリ安全山陰 ㈱ 浜田営業所 島根県浜田市周布町イ40-3

フジテック ㈱ 西日本支社広島支店 広島県広島市中区八丁堀７-2

㈱地域計画工房 広島県広島市西区楠木町一丁目14番10-202号

㈱丹後王国 京都府京丹後市弥栄町鳥取123番地

㈱E.S CONSULTING GROUP 島根営業所 島根県出雲市今市町1414-5

東芝インフラシステムズ ㈱ 中国支社 広島県広島市中区鉄砲町７番１８号

ソリマチ㈱ 新潟県⾧岡市表町1丁目4番地24

㈲増野教材店 島根県益田市あけぼの西町14-7

凸版印刷 ㈱ 西日本事業本部 中四国事業部 広島県広島市安佐南区祇園3-26-30

ＫＳＳ ㈱ 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目70番2号

積田秀平堂 島根県益田市東町18-31

桑原 達典 島根県鹿足郡吉賀町広石260

NTTビジネスソリューションズ ㈱ 中国支店 広島県広島市中区基町6-77

㈱GEOソリューションズ 兵庫県西宮市和上町1番31号

㈱日本経営 大阪府豊中市寺内二丁目13番3号

㈱山陰合同銀行 島根県松江市魚町10番地

SKYLOOPJAPAN松江店 ㈱伊勢宮界隈元気プロジェクト 島根県松江市和多見町80

㈱情報処理研究所 福岡県古賀市今の庄1-9-5

深空㈱ 大阪府大阪市中央区北浜一丁目9番9号



商号名称 本店住所

登録業者一覧　【物品】　（令和３年３月３１日現在）

㈲富士屋装飾 島根県鹿足郡津和野町日原282-1

水ingエンジニアリング㈱ 東京都港区港南一丁目7番18号

㈱スカイシーカー 東京都千代田区神田富山町25番地

シャープマーケティングジャパン㈱ 大阪府八尾市北亀井町三丁目1番72号

備前グリーンエネルギー㈱ 岡山県備前市東片上39番6

石田 健 島根県益田市久々茂町イ1672

㈱中国熱研 山口県岩国市玖珂町1044番地の9

サウンド・パレット 島根県益田市乙吉町イ336番地4

高橋機工㈱ 島根県益田市あけぼの西町20-2

沖電気工業㈱ 東京都港区虎ノ門一丁目7番12号

㈱丹後王国ブルワリー 京都府京丹後市弥栄町鳥取123番地

大阪ガスセキュリティサービス㈱ 大阪府大阪市淀川区十三本町三丁目6番35号

㈱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

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 保健会館新館

三晃工業㈱ 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目15番地26号

理水化学㈱ 大阪府大阪市北区南森町一丁目4番10号

コマツ山陰㈱ 島根県松江市東津田町1876番地

コマツカスタマーサポート㈱中国カンパニー 広島県広島市佐伯区藤垂園7-31

(有)日本一安い罠の店 大分県由布市挾間町来鉢2996-2

タカオ㈱ 広島県福山市御幸町中津原1787-1

山陰総合リース㈱ 島根県松江市白潟本町63番地

ジェイエムシー㈱ 高知県高知市葛島四丁目3番30

エネサーブ㈱ 滋賀県大津市月輪二丁目19番6号

㈱インテック 富山県富山市牛島新町5番5号

㈱水みらい広島 広島県広島市中区小町1番25号

㈱アイエスイー 三重県伊勢市御薗町新開80番地 大西ビル301号

㈱コトブキ 中四国支店 広島県広島市中区本川町2-1-13 和光パレス21 1Ｆ

㈲吉賀自動車 島根県鹿足郡吉賀町七日市585番地

㈱モンベル 大阪府大阪市西区新町2丁目2-2

リエスパワーネクスト㈱ 東京都豊島区東池袋四丁目21番1号

㈱ベルクグループ 島根県鹿足郡吉賀町抜月539番地3

坂田印刷所 島根県鹿足郡津和野町後田ロ702

中日本建設コンサルタント(株)島根事務所 島根県浜田市相生町3880

富士通Ｊａｐａｎ㈱ 中国支社 広島県広島市中区紙屋町一丁目2番22号一丁目2番22号

(株)ひとはたからマネジメントオフィス 広島県広島市南区丹那町56番11号

(有)椋木商会 島根県益田市幸町4-63

(株)公会計サポートセンター 島根県出雲市今市町1414番5号

(株)柿の里 島根県鹿足郡吉賀町柿木村柿木81

(株)現代けんこう出版 東京都墨田区両国一丁目12番8号


