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2017年5月30日NO. 企業名 所在地 業種等1 (株)アールテック・リジョウ 広島市佐伯区五日市 機械装置の製作・販売2 (株)ＩＨＩジェットサービス 呉事業所 呉市昭和町 航空設計分野技術サービス，包装・運輸・倉庫物流サービス3 (株)ｱｲ･ｴﾑ･ｼｰﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 広島市安佐北区安佐町飯室 工業用模型（木型），自動車開発用モデルの製造4 (株)アイビーケイ 広島市東区温品 制御盤の設計・製作5 安芸高田市商工会 安芸高田市吉田町吉田 地域内中小企業の経営支援6 旭紙管工業(株) 広島市西区観音本町 紙管製造業7 (株)あじかん 広島市西区商工センター 業務用食品製造，販売8 (株)アスパーク　広島オフィス 広島市中区紙屋町 技術系アウトソーシング事業，自社製品設計・開発9 (株)アドウィン 広島市西区楠木町 工業技術系教材の企画・開発・販売10 アトム(株) 竹原市忠海東町 作業用手袋・長靴の製造販売11 (株)アビスト　広島支店 広島市南区金屋町 工業設計技術サービス業，3D-CAD教育事業12 (株)アメニティライフ 広島市南区東雲 消防設備の設置工事・点検業務，電気工事13 (株)アルタス技研 東広島市黒瀬町宗近柳国 自動機の設計・製作14 イームル工業(株) 東広島市八本松町原 水力用発電機器および周辺機器の設計・製作・販売・修理15 (株)イシカワ 廿日市市峠 食品製造業16 (株）石﨑本店 広島市安芸区矢野新町 自動車用ドアミラーの製造・販売，自動車用ガラスの加工・販売17 (株)今西製作所 広島市東区矢賀新町 自動車組立用溶接治具装置，鋳造・試作用プレス，樹脂成形金型18 (株)インタフェース 広島市南区京橋町 産業用ﾊﾟｿｺﾝ，ｲﾝﾀﾌｪｰｽﾓｼﾞｭｰﾙ等の研究･開発・生産・販売19 ＮＳウエスト(株) 庄原市新庄町 自動車部品製造20 江波鉄工(株) 広島市中区江波南 鋼構造物，船殻ブロック，航空機胴体パネル製造21 オタフクソース(株) 広島市西区商工センター ソース，酢等調味料製造，販売22 カヤ工業(株) 広島市安芸区矢野新町 輸送用機械器具製造業23 (株)カンサイ 広島市佐伯区五日市町石内 産業廃棄物の中間処理，リサイクル24 (株)キーレックス 安芸郡海田町南明神町 自動車車体並びに車体部品設計・製作25 (株)木下組 広島市佐伯区五日市町石内 総合建設業，各種メンテナンス，住宅事業26 (株)呉匠 江田島市大柿町大君 自動車，医療機などに組み込まれる精密部品の機械加工　試作品など27 呉伸工業(株) 呉市吉浦新町 金属製品製造業（消音装置,圧力容器設計･製造）28 呉精器工業(株) 呉市阿賀南 機器修理29 (株)呉鉄工所 呉市広多賀谷 自動車部品のプレス加工及び各種溶接組立30 (株)ケーシーエス 呉市海岸 ソフトウェアの開発等，携帯電話機の販売31 コベルコ建機(株) 広島市佐伯区五日市港 建設機械，運搬機械の製造32 (株)サイトウミクロ 広島市安佐北区安佐町大字久地 金属プレス金型設計製作，プレス加工，溶接加工33 (株)サジエス 広島市西区東観音町 歯科技工所34 (株)サンエー 三次市南畑敷町 半導体製品製造35 三甲(株) 広島工場 三次市南畑敷町 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品製造36 三工電機（株） 呉市苗代町 舶用電気機器の設計・製造37 三光電業(株) 広島市西区商工センター 制御・電子部品販売38 (株)三光電子製作所 広島市西区商工センター 制御・電子部品の組立，加工，検査39 (株)サンプロシステム 広島市西区庚午中 部品組立設備・検査設備の設計制作，マイコン・パソコンシステムの設計・製作等40 山陽空調工業（株） 広島市南区大須賀町 空気調和設備・電気設備・給排水衛生設備等工事41 (株)サンヨー 東広島市黒瀬町市飯田字遠見ケ畝 金属製品製造（舶用・陸用ﾎﾟﾝﾌﾟ，タービン部品等）42 (株)サンヨーフーズ 廿日市市友田 弁当・おにぎり・寿司製造（ｾﾌﾞﾝｰｲﾚﾌﾞﾝ店舗向け）43 シーコム(株) 広島市中区光南 自動車部品製造44 ジイ･システム(有) 広島市安佐南区長束 工業用専用工作機械設計･製作45 (株)ジーテック 広島市中区大手町 オフコン，パソコン，ネットワークシステム等のシステム機器販売46 (株)ジェイ・エム・エス 広島市中区加古町 医療機器、医薬品の製造47 シグマ(株) 呉市警固屋 自動車部品製造48 (株)シティプラスチック 広島市安佐北区白木町三田 プラスチック製品の切削加工，曲げ・溶接加工49 (株)シナジーテクニカ 三次市東酒屋町 半導体関連製品の開発製造50 (株)芝岡産業 呉市広多賀谷 船舶義送品の製造51 (株)島村製作所 広島市西区商工センター 精密歯車の製造52 (株)ショウエイ 広島市西区三篠町 機械設計・パソコン教室運営53 昭和金属工業㈱ 安芸郡海田町月見町３-35 自動車内装部品の設計製作　金型検具　ロボット作業54 眞永工業（有） 広島市西区南観音 電気設備等55 新川電機(株) 広島市中区三川町 電気計器等の製造販売56 (株)新興計器製作所 大竹市港町 制御盤設計製作・計装工事設計施工57 (株)シンコー 広島市南区大州 ポンプ、タービン製造58 (株)新星工業社 広島市南区宇品海岸 情報監視盤，システム制御装置等の設計･製作･販売59 (株)シンセラ 世羅郡世羅町大字本郷 産業機械用製品の加工，パワーツールの組立60 (有)新和技研 広島市西区横川町 機械設計，一般産業機械の設計61 (株)すぎはら 広島市安芸区矢野新町 自動車用フロアーカーペット・トランクマット製造62 住野工業(株) 広島市西区商工センター 自動車・同附属品製造63 巣守金属工業(株) 広島市南区出島 ナンバープレート，原動機付自転車標識等製造64 セムコ(株) 広島市佐伯区五日市町上河内 プラスチック加工機械の周辺合理化設備の製造・販売65 大亜工業(株) 広島市中区光南 電気工事，電気通信工事，電子制御装置の設計製作66 (株)第一技研　 呉市中央 自動車部品用検査具 ，設計請負，ＣＡＤ／ＣＡＭデータ処理67 第一設計(株) 広島市安佐南区山本 機械設計68 (株）ダイキエンジニアリング 呉市広白石 自動車・船舶・航空機の設計，生産技術，ソフトウェア開発69 ダイキョーニシカワ(株) 安芸郡坂町北新地 自動車部品，合成樹脂製品の製造及び設計･開発70 (株)大興 広島市中区宝町 機械設計・製作，電気制御71 タイトウ工業(株) 広島市安佐北区可部 食品（海苔）機械の研究・開発・製造・販売1/2 ページ



NO. 企業名 所在地 業種等72 大和重工(株) 広島市安佐北区可部 産業機械関連機器，住宅関連機器の製造73 田中食品(株) 広島市西区東観音町 食品の製造・販売74 (株)中央電設 広島市南区仁保 電気設備・屋外・屋内電気工事75 中国醸造(株) 廿日市市桜尾 酒類製造販売76 中国電装機材(株) 広島市安佐北区上深川町 制御版・計装盤設計製作，計装工事77 中国ビーエフ(株) 東広島市高屋町造賀 プラスチック加工78 テイヨー(株) 呉市広多賀谷 押出成形加工品製造（プラスチック）79 (株)テクノクラーツ 広島市南区的場町 機械設計，ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ制御ｼｽﾃﾑ開発，金型部品企画販売80 (株)テクノプロ　テクノプロ・デザイン社 広島市南区稲荷町 機械・電気・電子・組込み制御の研究・商品開発分野への技術サービス81 テクノライブ(株) 広島市中区八丁堀 技術開発支援，受託開発サービス，システム開発82 (株)テックコーポレーション 広島市中区三川町 環境機器（食品資源リサイクル機器等）の開発・製造83 東友会協同組合 広島市南区大洲 会員の知識の普及及び福利厚生に関する事業84 東洋機械(株) 呉市郷原町一ノ松光山 蒸気タービン部品製造85 東洋省力(株) 広島市佐伯区石内北 ｽﾃﾝﾚｽ製品の板金・製缶・機械加工等86 トーヨーエイテック(株) 広島市南区宇品東 工業機械等の製造販売87 ドリームベッド(株) 広島市西区己斐本町 ベット，ソファ等の開発，製造88 (株)ナガト 広島市南区大州 金属熱処理，プラスチック成型加工89 南条装備工業(株) 広島市南区西荒神町 自動車用内装部品製造90 (株)ニイテック 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜 自動車部品製造91 (株)二上工作所 広島市安芸区船越南 各種歯車製作，精密機械加工92 西川ゴム工業(株) 広島市西区三篠町 自動車関連製品製造93 (株)西川ビッグオーシャン 広島市安佐北区安佐町久地 自動車用ゴム製品製造94 西川物産(株) 広島市安佐南区山本 自動車用ゴム金型・プラスチック金型，ゴム・ウレタンフォームの加工販売95 (株)ニチゾウテック広島事業部 尾道市向東町 科学プラント設備等エンジニアリング事業，各種プラント設備・機器装置等技術コンサルタント事業，産業機械等メンテナンス事業96 (株)日電テレコム 広島市安佐南区川内 電気通信工事業，電気工事業97 日鋼設計(株) 広島市安芸区船越南 機械設計98 日本産商(株) 広島市南区東雲 機械･工具類販売99 (株)日本伝送サービス 広島市西区山手町 インターホン設備改修工事，消防設備点検100 (有)日本プラント設計 呉市中央 機械設計業101 (株)バグ 広島市西区南観音 機械設計業102 (株)濱田製作所 呉市川尻町小仁方 産業機械製造103 (有)林工業所 広島市安芸区瀬野町 金属製品等の研磨加工104 (株)原田 広島市安佐南区西原 電気工事全般・太陽光発電システム販売・工事105 光工業（株） 東広島市志和町冠 一般食缶，エアゾール缶，飲料缶等の製造106 (株)ビットゼミ 広島市中区鉄砲町 講師派遣，就職支援107 平賀金属工業(株) 安芸高田市吉田町吉田 非鉄金属鋳造業，機械加工業108 広機工(株) 呉市広多賀谷 輸送用機械部品製造・加工109 広島アルミニウム工業(株) 広島市西区横川町 自動車用アルミニウム製部品の製造110 広島プラスチック(株) 東広島市八本松町米満 プラスチック成形加工111 (株)ヒロテック 広島市佐伯区石内南 自動車部品製造112 ヒロホー(株) 広島市西区草津東 包装材料・物流容器・工業材料等製造113 (株)不二ビルサービス 広島市中区八丁堀 建物総合管理業，介護事業114 (株)不動鐡工所 広島市安芸区船越南 射出成形機，ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ押出機等の部品加工115 フマキラー(株) 廿日市市梅原 殺虫剤，家庭用品，園芸用品，業務用品等の製造販売116 ﾌﾙﾀﾆﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ(株) 廿日市市宮内工業団地 自動車用ゴム樹脂金型設計･製造，樹脂成型117 豊国工業(株) 東広島市西条町御薗宇 立体駐車場装置の製作118 宝積飲料（株） 東広島市志和町別府 清涼飲料水製造業119 北辰計機(株) 呉市広末広 産業機械，測定機，検査機製造・販売120 (株)北斗総合電気サービス 広島市南区旭 計装工事及び保守（空調用自動制御機器），電気工事121 (株)本田塗装店 東広島市安芸津町風早 建築塗装，船舶塗装等の設計･施工122 (株)前川製作所 東広島工場 東広島市高屋台 産業用冷凍機，各種ガスコンプレッサーの製造販売123 (株)前田屋 広島市西区商工センター 味付のり・焼きのり製造・販売124 (株)マルニ木工 広島市佐伯区湯来町白砂 家具の製造販売125 (株)ミカサ 広島市安佐北区安佐町久地 ゴム製品（ボール，工業用品）製造126 三島食品(株) 広島市中区南吉島 食品製造127 (株)ミツトヨ　広島事業所 呉市広古新開 精密測定機器製造128 MEC．i (株) 東広島市西条町下見 電気機械器具製造業（携帯電話修理業務）129 (株)メンテックワールド 東広島市八本松飯田 製造業各社の設備・機器メンテナンス，空調・プラント用ダクトの製造等130 (株)モルテン 広島市西区横川新町 競技用ボールおよびスポーツ関連機器製造131 ヤシマコントロールシステムズ(株) 広島市安佐北区上深川町 各種制御盤の設計・製作・板金・塗装132 安田金属(株) 廿日市市木材港北 製紙製鋼原料卸・加工・販売，産業廃棄物処分収集運搬133 (株)やまびこ　広島事業所 山県郡北広島町新氏神 小型エンジン，屋外作業機械等の開発・製造・販売134 (株)やまみ 三原市沼田西町小原字袖掛 豆腐，油揚げ，厚揚げの製造・販売135 ﾕﾆｷｬﾘｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ(株) 尾道市向東町 機械器具（物流装置）製造業136 (株)横田製作所 広島市中区南吉島 ポンプ，バブルの製造・販売137 ヨシワ工業(株) 安芸郡海田町明神町 自動車部品製造138 理研産業(株) 広島市中区大手町 事務用機器，情報通信機器の販売・運用ｻﾎﾟｰﾄ等139 湧永製薬(株) 広島事業所 安芸高田市甲田町下甲立 医薬品の製造･販売2/2 ページ


