
工事業者一覧
商号名称 住所

井森工業（株） 山口県柳井市伊保庄４９０７
今井産業（株） 島根県江津市桜江町川戸４７２‐１
（株）きんでん 中国支社 広島県広島市西区横川町２‐１３‐５
日本フィールドシステム（株） 岡山県津山市高尾５７３‐１
（株）日本ピーエス 松江営業所 島根県松江市宍道町佐々布２２３９‐５
洋林建設（株） 山口県周南市平和通１‐２６
（株）協和エクシオ 中国支店 広島県広島市西区小河内町２‐７‐１１
松江土建（株） 島根県松江市学園南２‐３‐５
ヤマハサウンドシステム（株） 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島４‐７‐１８
日成ビルド工業（株） 米子営業所 鳥取県米子市角盤町１‐１７３松屋ビル３Ｆ
（株）酉島製作所 広島支店 広島県広島市東区光町２‐４‐８
東洋熱工業（株） 山口営業所 山口県岩国市元町１‐１‐１７‐８０３
丸茂電機（株） 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
日本国土開発（株） 中国営業所 広島県広島市中区西十日市町９‐９
西松建設（株） 中国支店 広島県広島市中区国泰寺町２‐２‐２８
（株）熊谷組 中四国支店 広島県広島市中区大手町４‐６‐１６
広成建設（株） 山陰営業所 島根県浜田市浅井町８４５‐１
（株）ピーエス三菱 松江営業所 島根県松江市嫁島町１０‐７
（株）ウォーターエージェンシー 広島営業所 広島県広島市安芸区船越南３‐３‐３
ショーボンド建設（株） 中国支店 広島県広島市佐伯区皆賀３‐２‐３０
（株）伏光組 広島県広島市南区出島１‐３３‐６１
熊野舗道工業（株） 島根営業所 島根県益田市乙吉町イ３２３‐７
（株）ＮＩＰＰＯ 益田出張所 島根県益田市虫追町イ１２５５
日本電通（株） 大阪府大阪市港区磯路２‐２１‐１
三建設備工業（株） 中国支店 広島県広島市中区中町７‐２２　住友生命平和大通りビル
沖ウィンテック（株） 中国支店 広島県広島市中区鉄砲町８‐１８　広島日生みどりビル
（株）中電工 島根統括支社 島根県松江市西津田４‐７‐１０
（株）ソルコム 島根支店 島根県松江市西津田４‐８‐５７
（株）アルス製作所 徳島県小松島市金磯町８‐９０
（株）奥村組 広島支店 広島県広島市中区国泰寺町１‐７‐２２
長谷川体育施設（株） 広島営業所 広島県広島市南区的場町１‐２‐１９
中国電設工業（株） 広島県広島市中区千田町３‐１０‐５
（株）荏原製作所 中国支社 広島県広島市西区中広町３‐２５‐１
西武建設（株） 関西支店 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目１４‐１０
（株）鴻池組 山陰支店 島根県松江市殿町５１６
鹿島道路（株） 中四国支店 広島県広島市南区段原南１‐３‐５３
東洋建設（株） 中国支店 広島県広島市東区光町２‐６‐２４
（株）電業社機械製作所 中国支店 広島県広島市中区胡町４‐２１
ダイダン（株） 山陰営業所 島根県松江市上乃木２‐２９‐１３
大豊建設（株） 広島支店 広島県広島市中区大手町３‐１‐３
大林道路（株） 松江営業所 島根県松江市学園南２‐３‐１
奥アンツーカ（株） 山陰営業所 島根県松江市春日町８１‐２０
（株）石垣 中国支店 広島県広島市中区鉄砲町８‐１８
（株）安部日鋼工業 島根営業所 島根県松江市西嫁島３‐１‐１１
（株）大本組 広島支店 広島県広島市中区八丁堀１‐１７
前田建設工業（株） 中国支店 広島県広島市中区鶴見町４‐２２
矢田工業（株） 広島営業所 広島県広島市安佐南区東野１‐１３‐１０
新日本空調（株） 中国支店 広島県広島市中区大手町２‐７‐１０
日本道路（株） 浜田出張所 島根県浜田市相生町３９２８
（株）朝日工業社 中国支店 広島県広島市南区仁保新町２‐６‐３６
極東興和（株） 松江営業所 島根県松江市西嫁島１‐４‐１２
大畑建設（株） 島根県益田市大谷町３６‐３
日本電設工業（株） 中国支店 広島県広島市東区二葉の里１‐１‐４２
愛知時計電機（株） 広島営業所 広島県広島市西区中広町２‐１３‐２５
三菱電機（株） 中国支社 広島県広島市中区中町７‐３２
清水建設（株） 広島支店 広島県広島市中区上八丁堀８‐２
栗原工業（株） 山陰営業所 島根県松江市菅田町１８０
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シンフォニアテクノロジー（株） 中国営業所 広島県広島市中区立町２‐２５
東亜道路工業（株） 島根営業所 島根県仁多郡奥出雲町下横田９３‐１
日立造船（株） 中国支社 広島県広島市中区幟町１３‐１４
富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 中国支店 広島県広島市中区銀山町１４‐１８
宇部工業（株） 山口県宇部市大字妻崎開作８７４‐１
（株）明電舎 中国支店 広島県広島市中区大手町２‐８‐４
ライト工業（株） 島根営業所 島根県松江市学園南１‐１５‐１０
扶桑建設工業（株） 松江営業所 島根県松江市東朝日町１４６番地
戸田建設（株） 広島支店 広島県広島市中区田中町５‐９
川田建設（株） 山陰営業所 島根県松江市末次本町４６
オリエンタル白石（株） 島根営業所 島根県松江市古志原３‐７‐１１
島根電工（株） 益田営業所 島根県益田市須子町ロ３７９‐１
アイサワ工業（株） 広島支店 広島県広島市中区８‐１７
日本無線（株） 山陰営業所 島根県松江市白潟本町１３‐４
日本サミコン（株） 島根営業所 島根県松江市菅田町１８０‐３０６
新明和工業（株） 流体事業部営業本部中国支店 広島県広島市南区東雲本町２‐２１‐２６
三機工業（株） 松江出張所 島根県松江市白潟本町１３番地４
水道機工（株） 広島支店 広島県広島市中区中区橋本町１０‐６
（株）エヌエイチケイアイテック 中国支社 広島県広島市中区大手町２‐１１‐１０
山陰クボタ水道用材（株） 島根県松江市平成町１８２‐１５
フジテック（株） 西日本支社広島支店 広島県広島市中区八丁堀７‐２
富士通（株） 中国支社 広島県広島市中区紙屋町１‐２‐２２
（株）三晃空調 山陰営業所 島根県松江市東本町４‐１４７
ナブコドア（株） 松江営業所 島根県松江市西嫁島１‐５‐２２
ＪＦＥエンジニアリング（株） 中国支店 広島県広島市中区袋町４‐２５
（株）日立製作所 中国支社 広島県広島市中区袋町５‐２５
共和化工（株） 広島支店 広島県広島市中区東千田町２‐９‐５７
電気興業（株） 中四国支店 広島県広島市中区西十日市町１０‐９
扶桑電通（株） 中国支店 広島県広島市南区段原南１‐３‐５３
（株）日立国際電気 中国支社 広島県広島市東区光町１‐１０‐１９
（株）森田鉄工所 広島営業所 広島県広島市東区光町２‐９‐２４
東光電設（株） 山口県岩国市室の木町１‐５‐８
沖電気工業（株） 中国支社 広島県広島市中区鉄砲町８‐１８
（株）山産 広島支店 広島県広島市中区大手町２‐４‐１
（株）日立プラントサービス 関西支店 大阪府大阪市中央区本町１‐８‐１２
三菱電機ビルテクノサービス（株） 中国支社 広島県広島市中区中町７‐２２
（株）ミライト 中国支店 広島県広島市南区西荒神町１‐８
アズビル（株） アドバンスオートメーションカンパニー中国支店 広島県広島市東区光町１‐１０‐１９
（株）水機テクノス 広島営業所 広島県広島市中区橋本町１０番１０号
日本電気（株） 中国支社 広島県広島市中区紙屋町２‐２‐１２
（株）シマダ技術コンサルタント 島根県安来市飯島町２２８
（株）日立ビルシステム 中国支社 広島県広島市中区八丁堀３‐３３
（株）松村電機製作所 中国支店 広島県広島市中区立町１‐２０
理水化学（株） 広島支店 広島県広島市東区二葉の里１‐１‐６８
高砂熱学工業（株） 広島支店 広島県広島市中区鉄砲町１０‐１２　広島鉄砲町ビルディング

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 中国支店 広島県広島市中区大手町４‐６‐１６
（株）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５‐１１‐１２
管清工業（株） 中国営業所 広島県広島市佐伯区五日市町大字上河内７９６‐１
大和リース（株） 山陰営業所 島根県松江市学園南１‐１５‐１０
（株）日立システムズ 中国支社 広島県広島市中区上幟町３‐３３
（株）フクダ 島根県出雲市斐川町沖洲１０８０
エスエヌ環境テクノロジー（株） 大阪府大阪市住之江区南港北１‐７‐８９
新川電機（株） 松江営業所 島根県松江市西嫁島３‐２‐３０
三精工事サービス（株） 大阪府豊中市上津島１‐３‐３
東海リース（株） 広島支店 広島県広島市南区的場町１‐３‐６
（株）カネキ 広島県広島市西区井口明神２‐７‐５
今岡工業（株） 島根県出雲市塩冶神前２‐８‐１６
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大成機工（株） 中国支店 広島県広島市南区的場町１‐２‐２１
山陽空調工業（株） 島根支店 島根県大田市大田町大田イ８００‐１５
さんもく工業（株） 松江支店 島根県松江市八幡町８８８
（株）中筋組 島根県出雲市姫原町２９３
（株）スポーツテクノ和広 中国支店 広島県広島市安佐南区祗園３‐４６‐５
日本コムシス（株） 松江営業所 島根県松江市雑賀町７３５‐２
カナツ技建工業（株） 島根県松江市春日町６３６
（株）オーヤラックス 広島営業所 広島県広島市中区上八丁堀８‐７
（株）鶴見製作所 中国支店 広島県広島市佐伯区吉見園１‐２１
パナソニックシステムネットワークス（株） システムソリューションズジャパンカンパニー　中国社 広島県広島市中区八丁堀５‐７
日海通信工業（株） 島根県松江市古志原３‐１２‐３１
和幸電通（株） 島根県松江市古志原２丁目２２‐１４
西戸崎興産（株） 島根事業所 島根県江津市都野津町２３０８‐１２
（株）コトブキ 中国支店 広島県広島市中区本川町２‐１‐１３　和光パレス２１　１Ｆ
富士建設工業（株） 新潟県新潟市北区島見町３３０７‐１６
水ｉｎｇ（株） 中国営業所 広島県広島市中区大手町４‐６‐１６
浅野環境ソリューション（株） 広島支店 広島県広島市中区幟町１３‐１４
（株）西原環境 関西支店 大阪府吹田市垂水町３‐３４‐１５
オリエントハウス（株） 広島支店 広島県広島市西区小河内町１‐４‐４
金剛（株） 広島営業所 広島県広島市中区田中町５‐９　戸田ビル６Ｆ
（株）ユニコン 島根県松江市東朝日町２９
アオケン（株） 山陰支店 島根県松江市袖師町９‐２０
日立建設（株） 山口県宇部市大字妻崎開作７２０
小松電機産業（株） 益田営業所 島根県益田市遠田町１９５６‐３８
協和機電工業（株） 福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１‐６‐１６
（株）マルミ 島根営業所 島根県出雲市上塩冶町２４７３‐１
森松工業（株） 広島営業所 広島県広島市東区光町２‐９‐１４コムズ光ビル５階
住重環境エンジニアリング（株） 大阪支店 大阪府大阪市北区中之島２‐３‐３３
（株）ウォーターテック 広島営業所 広島県広島市東区二葉の里１‐１‐６８
メタウォーター（株） 営業本部中四国営業部 広島県広島市中区大手町２‐７‐１０
富士通ネットワークソリューションズ（株） 中国支店 広島県広島市中区紙屋町１‐２‐２２
（株）前澤エンジニアリングサービス 広島出張所 広島県広島市南区京橋町９‐２１
山陰水道工業（株） 浜田営業所 島根県浜田市長沢町３１０２‐２
シンク・エンジニアリング（株） 東京都目黒区自由が丘３‐１６‐１５
福間商事（株） 松江支店 島根県松江市竹矢町１７７０
エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株） 中国支店 広島県広島市南区宇品神田３‐１２‐１１
（株）豊国エンジニアリング 広島県東広島市西条町御薗宇６４００‐４
日本ジッコウ（株） 兵庫県神戸市西区南別府１‐１４‐６
日水産業（株） 関西事業所 大阪府堺市中区伏尾４
青野スポーツ施設（株） 神戸支店 兵庫県神戸市中央区北野町４‐８‐２
宇部興産機械（株） 山口県宇部市大字小串字沖ノ山１９８０
（株）清水鐵工所 滋賀県彦根市安清町４‐１６
（株）太陽の店 島根県鹿足郡津和野町後田ロ５１０
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス（株） 中国支社 広島県広島市南区比治山本町１１‐２０
（株）富士通エフサス 神奈川県川崎市中原区中丸子１３‐２
（株）森下電設工業 広島県広島市安佐南区川内５‐２１‐２２
酒井工業（株） 大阪府大阪市住之江区平林南１‐３‐３０
徳栄建設（株） 島根県益田市下本郷町４５４‐１
四国環境整備興業（株） 山口営業所 山口県山口市維新公園２‐３‐１２
（株）ＧＳユアサ 中国支社 広島県広島市中区立町２‐２３
（株）山陰ディーゼル商事 島根県松江市学園１‐１６‐４６
新明和アクアテクサービス（株） 兵庫県芦屋市打出町７‐１８
（株）マシノ 益田営業所 島根県益田市神田町ロ６１５
（株）ダイキアクシス 広島支店 広島県広島市安佐南区川内５‐１‐２２
住友重機械エンバイロメント（株） 広島支店 広島県広島市南区稲荷町４‐１
（株）岩城 大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島１‐６‐１４
ＮＴＴビジネスソリューションズ（株） 島根営業所 島根県松江市東朝日町１０２
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工事業者一覧
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（株）中国日立 島根支社 島根県松江市平成町１８２‐１３
（株）三精エンジニアリング 大阪府大阪市北区池田町１‐４３　三精ビル
都市環境整備（株） 益田支社 島根県益田市高津町イ２５７１‐２
（株）明電エンジニアリング西日本 中国支店 広島県広島市中区大手町２‐８‐４
祥洋建設（株） 島根県浜田市下府町３２７‐４１
クボタ環境サービス（株） 中国支店 広島県広島市中区袋町４‐２５
（株）ＮＮＣエンジニアリング 南魚沼支社 新潟県南魚沼市大崎４３６９‐２
西日本電信電話（株） 島根支店 島根県松江市東朝日町１０２
ヤンマーエネルギーシステム（株） 広島支店 広島県広島市佐伯区隅の浜３‐１‐３１
近畿工業（株） 兵庫県三木市別所町巴２０
三保電機（株） 鳥取県米子市皆生温泉１‐１６‐２
（株）モチダ 鳥取県米子市蚊屋２４８‐１
（株）タイヨー通信 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津４５‐３
日新建設（株） 島根県益田市下本郷町２１９‐２
中国道路（株） 島根県益田市大谷町３７‐２
島建コンサルタント（株） 島根県出雲市大社町入南１３０７‐４５
正栄工業（株） 島根県益田市幸町４‐１４
出雲グリーン（株） 島根県出雲市矢野町８１０
（株）トガノ建設 島根県出雲市白枝町８３９‐２
内田建設（株） 島根県鹿足郡津和野町枕瀬５４５‐１
（株）日西テクノプラン 島根県松江市東津田町１３２９‐１
（株）技研設備 島根県益田市高津町イ２５５６‐１
堀建設（株） 島根県鹿足郡津和野町枕瀬５７５‐９
ハゼヤマ・エアコン（株） 島根県浜田市下府町３８８‐４１
開盛建設（株） 島根県鹿足郡吉賀町柿木村大野原５０８
（株）日成建設 島根県鹿足郡津和野町瀧元５８‐１
宮田建設工業（株） 益田支店 島根県益田市高津７‐１６‐２３
イマックス（株） 大田営業所 島根県大田市波根町８００‐５４
寺戸工業（株） 島根県益田市高津８‐１１‐４
北陽電気工事（株） 島根県益田市遠田町１９１６‐４
（株）野村組 島根県益田市遠田町２５５４
（株）長岡塗装店 島根県松江市西嫁島１‐２‐１４
浜田電気工事（株） 益田営業所 島根県益田市中島町ロ１９２‐１
蔵本工業（株） 益田営業所 島根県益田市あけぼの西町３‐５
大栄建設（株） 島根県益田市乙吉町イ２０５‐３
（有）三浦土木 島根県鹿足郡吉賀町柿木村下須４２３
（株）森本建設 島根県益田市あけぼの本町９‐８
（有）共栄塗装店 島根県益田市あけぼの西町１４‐２
（株）栗栖組 島根県鹿足郡津和野町森村イ４２１‐１
東幸建設（株） 島根県大田市大田町吉永１２６６
（株）斎藤電機 島根県益田市須子町３２‐１６
（株）増原産業建設 島根県松江市宍道町白石１８３３‐１
（株）コスモ建設コンサルタント 島根県出雲市斐川町荘原２２２６‐１
サンベ電気（株） 島根県松江市西津田１０‐１３‐３６
一畑住設（株） 島根県松江市宍道町白石２２９‐２３
林産業（株） 島根県出雲市灘分町２２８１‐２
（株）原商 島根県松江市宍道町白石８１‐１０
（有）西日本防水化学 島根県浜田市浅井町１２２‐４０
三和電工（株） 島根県松江市宍道町佐々布２１３‐３４
高橋建設（株） 島根県益田市遠田町３８１５‐１
まるなか建設（株） 島根県松江市玉湯町布志名７６７‐５２
内藤鉄工（株） 島根県出雲市湖陵町板津３６８
（有）堀本工務店 島根県鹿足郡吉賀町七日市３７５
石成道路（株） 島根県浜田市下府町３２７‐７３
（有）斎藤造園 島根県益田市乙吉町イ９８‐１４
新光プロパン瓦斯（株） 島根県鹿足郡吉賀町朝倉１４５１‐１
（有）宗正建設 島根県鹿足郡吉賀町朝倉８７０
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（有）千原コーテック 島根県雲南市三刀屋町三刀屋３３‐３
協和地建コンサルタント（株） 島根県松江市東津田町１３２６‐１
（有）澄谷造園 島根県益田市乙吉町イ４４９‐１
昌和道路（株） 島根県鹿足郡津和野町枕瀬５４１‐２
（株）大谷商工 益田営業所 島根県益田市大谷町２４
（有）三昭技研 島根県益田市隅村町６１０‐１
アサヒ工業（株） 島根県松江市竹矢町１３４３‐１
太陽温調工業（有） 島根県益田市三宅町６‐１２
角田工業（株） 島根県益田市横田町２００
（有）石西塗装店 島根県益田市横田町１３７８‐２
島根交設（株） 島根県浜田市下府町３２７‐６２
タナカ塗装システム（株） 島根県浜田市下府町３２７‐１２０
安野産業（株） 島根県益田市高津７‐６‐１０
（株）電設サービス 島根県浜田市黒川町９７‐８
（有）協栄建設 島根県鹿足郡吉賀町抜月２１８番地
（株）ロードメンテナンス 島根県出雲市西林木町２‐５
（有）柿木土建 島根県鹿足郡吉賀町柿木村木部谷３８７
神州電気（株） 島根県出雲市渡橋町７５１‐１
（株）吉村設備 島根県益田市乙吉町イ１０７‐６
（有）中島建設 島根県鹿足郡吉賀町七日市５９９
北陽技建（株） 島根県出雲市荻杼町５３‐２
藤田緑化産業（株） 島根県浜田市後野町２３８８‐２
（有）ナガヨシ技建 島根県鹿足郡津和野町高峯５６６‐１
第一建設（株） 石見支店 島根県益田市虫追町イ１２５４
（有）みどり建設 島根県松江市東津田町１７２７
（有）片山建設 島根県鹿足郡吉賀町六日市３５０
山陰防水建材（有） 島根県松江市宍道町東来待８０９‐２８
（株）日本海技術コンサルタンツ 島根県松江市宍道町西来待２５７０‐１
（有）大畑管工 島根県益田市あけぼの西町２‐６
モリタ工業（株） 島根県松江市古志原５‐１５‐１３
（有）笠江工業 島根県鹿足郡吉賀町柿木村大野原５０３‐２
（有）サンレイ空調 島根県益田市高津４‐２２‐８
（有）中村緑化建設 島根県鹿足郡津和野町瀧元２６４‐１
（株）出雲ポンプ 島根県益田市あけぼの東町１４‐１５
（株）ワールド測量設計 島根県出雲市斐川町直江４６０６‐１
テクノ工業（株） 島根県松江市八幡町７８０‐１
光青電気（有） 島根県益田市乙吉町イ３３３‐１
（有）ジンザイサニテック 島根県出雲市荒茅町４１９９‐１
ティ・ディ・エス（株） 島根県松江市東本町４‐９０
昭和開発工業（株） 島根県出雲市西郷町３３４‐１
（有）ダイヤ環境衛生 島根県浜田市黒川町１０８‐２２
（有）佐々木建設 島根県鹿足郡吉賀町七日市８３１
（株）松原工務店 島根県鹿足郡吉賀町七日市９８６‐１
セコムテック山陰（株） 島根県松江市学園南２‐１０‐１４
クリーン（株） 島根県大田市長久町長久イ２４９‐２
柳井無線パーツ（株） 島根県益田市下本郷町９９９‐１
（株）ワークス 島根県益田市久城町１１２１‐９４
山代電気工業（株） 島根県松江市大庭町１５１６
（有）誠和道路 島根県益田市久城町１１３７‐４
（有）斉藤建設 島根県鹿足郡吉賀町田野原２２１‐１
（株）藤井基礎設計事務所 島根県松江市東津田町１３４９
（有）村上建設 島根県鹿足郡吉賀町立戸４２３‐１
大成電気水道工業（株） 益田営業所 島根県益田市下本郷町９７２‐２
（株）ミライエ 島根県松江市矢田町２５０‐１６７
（株）藤原鐵工所 島根県松江市富士見町５‐４
高津川森林組合 島根県益田市横田町４５４‐１
日発工業（株） 島根県松江市灘町１‐４３
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（株）リンケン 島根県鹿足郡吉賀町柿木村柿木６２５‐３
出雲水機工業（株） 島根県出雲市神門町１３９７
ダイワエンジニアリング（株） 島根県益田市中島町イ１９‐２
ＡＬＳＯＫ山陰（株） 島根県松江市朝日町４７７‐１７
（株）内村電機工務店 益田営業所 島根県益田市中島町イ３８２
平成道路（株） 島根県益田市乙吉町イ８９‐１０
（株）倉栄 島根県益田市久々茂町イ９８０
安島工業（株） 島根県松江市東津田町１２５６‐１
広栄建設（株） 島根県益田市高津６‐２８‐２０
（株）もちだ園芸 島根県出雲市渡橋町３９８
（株）ホクト 島根県松江市八幡町３４０‐４
山陰冷暖（株） 益田営業所 島根県益田市幸町２‐５６
（株）ヨシゼン 島根県鹿足郡吉賀町七日市１５００‐２６
島根ニチレキ（株） 島根県出雲市斐川町荘原２４２０
（株）フマイクリーンサービス 島根県松江市八幡町８８０‐８
セコム山陰（株） 島根県松江市北陵町３４
（株）丸和 島根県鹿足郡吉賀町抜月５５‐６
和幸（株） 島根県松江市伊勢宮町５６４
大久保体器（株） 岡山県岡山市中区古京町１‐２‐１８
（株）テクノ窯工 岡山県備前市浦伊部１１８５‐１０
田中機電工業（株） 岡山県岡山市北区横井上１６９６‐２
（株）中国パラテックス 岡山県岡山市南区新保１１１６‐７
（株）アクアプレシード 岡山県笠岡市入江３８２‐１
（株）カンサイ 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内４６０
中機工業（株） 広島県広島市中区宝町１‐１５
イームル工業（株） 広島県東広島市八本松町原１０８５２‐１
北辰映電（株） 広島県広島市中区上幟町８‐３９
日成プラント（株） 広島県広島市東区中山北町１‐１９
（株）アクア 広島県広島市西区南観音４‐４‐１４
（株）サンネット 広島県広島市中区袋町４‐２１
タカオ（株） 広島県福山市御幸町大字中津原１７８７‐１
（株）エヌ・ティ・ティ・データ中国 広島県広島市南区比治山本町１１‐２０
第一コンテク（株） 広島県広島市安佐北区安佐町飯室４８４７‐１
ダックケーブル（株） 広島県広島市中区鶴見町４‐２５
（株）徳山ビルサービス 山口県周南市大字栗屋５０‐１１
桑原電工（株） 福岡県北九州市八幡西区築地町９‐１３
太陽築炉工業（株） 福岡県福岡市博多区東公園６‐２１
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