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№ 名称 所在地

1 ㈱ＩＨＩインフラ建設 中国支店 広島市東区光町１－９－２７

2 ㈱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９－９

3 アイサワ工業㈱ 広島支店 広島市中区白島九軒町８－１７

4 愛知時計電機㈱ 広島営業所 広島市西区中広町２－１３－２５

5 アイテック㈱ 大阪府大阪市北区梅田３－３－１０

6 アイテレコムサービス㈱ 広島市西区己斐本町３－１１－６

7 アイム電機工業㈱ 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３－４

8 アイワ産業㈱ 広島市安佐北区小河原町５１２－１

9 青木あすなろ建設㈱ 中四国支店 広島市中区上幟町３－２６

10 ㈱青木組 尾道市土堂２－８－１４

11 アオケン㈱ 広島市西区観音新町３－１－３

12 あおみ建設㈱ 中国支店 広島市中区上八丁堀３－６

13 ㈲アガリシステムサービス 広島市東区牛田新町４－８－１３

14 ㈱アクア 広島市西区南観音４－４－１４

15 ㈱アクアスマート 広島市安佐南区大塚西６－５－１０

16 ㈱淺沼組 広島支店 広島市南区西荒神町１－８

17 浅野アタカ㈱ 広島支店 広島市西区西観音町９－７

18 ㈱朝日グリーン 庄原営業所 庄原市高町４１－１

19 ㈱朝日工業社 中国支店 広島市南区仁保新町２－６－３６

20 旭調温工業㈱ 広島市西区大宮１－２７－２０

21 浅海電気㈱ 中国営業所 広島市東区光町２－９－２７

22 芦森エンジニアリング㈱ 広島営業所 広島市中区銀山町８－５

23 ㈱アセック 兵庫県尼崎市南初島町１２－６

24 ㈱アセント 東京都港区芝浦４－１６－２３

25 ㈱安部日鋼工業 広島営業所 広島市中区八丁堀５－７

26 ㈱アボアエンジニアリング 広島市西区草津東１－５－１２

27 ㈱アマノ 三次市三和町敷名４７８９－２

28 ㈱アマノ 三次市三和町敷名４７８９－２

29 アマノ企業㈱ 備北営業所 庄原市七塚町１３５２－３

30 アムコン㈱ 神奈川県横浜市港北区新羽町１９２６

31 ㈱アメニティライフ 広島市南区東雲１－１０－１２

32 ㈱荒木組 広島営業所 広島市中区上八丁堀３－１２

33 ㈲荒木電工 庄原市川手町７６－１

34 ㈱アルス製作所 徳島県小松島市金磯町８－９０

35 淡路電気工事㈱ 広島市南区宇品海岸３－５－２１

36 粟根建設㈱ 府中市府中町１０３－１２

37 安全索道㈱ 滋賀県守山市勝部町４７１－５

38 ㈱安藤・間 広島支店 広島市中区大手町５－３－１８

39 イーイング・コーポレーション㈱ 広島市西区西観音町４－１

40 ㈱イーテック２４ 広島市西区南観音８－１５－５

41 イームル工業㈱ 東広島市八本松町原１０８５２－１
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42 ㈱池久保電工社 広島市西区東観音町１２－９

43 ㈱石垣 中国支店 広島市中区鉄砲町８－１８

44 石垣メンテナンス㈱ 中国支店 広島市中区鉄砲町８－１８

45 ㈲石樵建工 安芸高田市高宮町船木３４１５

46 ㈱石崎本店 広島市安芸区矢野新町１－２－１５

47 ㈲石田設備工業 庄原市中本町２－１３－３

48 井上建設㈱ 三原市久井町江木１４７１

49 ㈲今岡工務店 庄原市平和町７１９－３

50 葦陽設備工業㈱ 福山市千代田町１－１３－１７

51 ㈱岩城 大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島１－６－１４

52 ㈱ウォーターテック 広島営業所 広島市東区二葉の里１－１－７２

53 ㈱宇根鉄工所 東広島市志和町冠１４１

54 宇野重工㈱ 広島営業所 広島市中区大手町１－１－２６

55 占部建設工業㈱ 福山市地吹町１８－１６

56 ㈱エイチテック 福山市川口町１－１６－３５

57 エイワックス㈱ 尾道市美ノ郷町三成２７６２

58 ㈲エキスパート 福山市千田町２－４０－１１

59 エコラウンド㈱ 広島市西区南観音町１３－２８

60 エスエヌ環境テクノロジー㈱ 大阪府大阪市此花区西九条５－３－２８

61 ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 中国支店 広島市中区八丁堀１６－１１

62 ＮＥＣフィールディング㈱ 広島支店 広島市中区国泰寺町２－５－１１

63 ㈱ＮＨＫテクノロジーズ 広島総支社 広島市中区大手町２－１１－１０

64 ㈱ＮＮＣエンジニアリング 新潟県長岡市寺宝町１３０－１

65 ㈱エヌケーエス 大阪府大阪市淀川区新高１－８－１７

66
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス㈱ 中国
支社

広島市南区比治山本町１１－２０

67 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ中国 広島市南区比治山本町１１－２０

68 ㈱ＮＴＴフィールドテクノ 中国支店 広島市中区上八丁堀６－６５

69 ＮＤネットサービス㈲ 大阪府堺市堺区神南辺町二丁９０－５

70 荏原実業㈱ 広島事務所 広島市東区東蟹屋町１５－３

71 ㈱荏原製作所 中国支社 広島市西区中広町３－２５－１

72 荏原冷熱システム㈱ 中国営業所 広島市西区庚午中２－１４－３５

73 ㈱エフォートシステム 広島市中区舟入川口町２１－７

74 エム・エムブリッジ㈱ 広島市西区観音新町１－２０－２４

75 ㈱円福寺 福山市東川口町４－１１－１６

76 ㈲円仏組 安芸高田市高宮町船木２５１３

77 大木建設㈱ 福山市新市町大字戸手６２６－１

78 大久保体器㈱ 岡山県岡山市東区鉄４０９

79 ㈱大迫本社 広島市安芸区矢野西５－３－１６

80 大津建設㈱ 三次市十日市南１－５－３０

81 ㈱大歳組 庄原市東本町３－８－１７



3/17ページ

№ 名称 所在地

令和３・４年度　庄原市入札参加資格者名簿　～建設工事業者～
　(名称の五十音順　最終確認日：令和３年４月１日)

82 大之木建設㈱ 広島市西区横川町２－１０－２１

83 ㈱大林組 広島支店 広島市中区小町１－２５

84 ㈱オービス 福山市松永町６－１０－１

85 ㈱大前工務店 広島市西区己斐本町２－１２－３０

86 大村電気工事㈱ 福山市今津町４－６－１０

87 ㈱オーヤラックス 広島営業所 広島市中区上八丁堀８－７

88 ＯＫＩクロステック㈱ 中国支社 広島市安佐南区祇園２－９－３１

89 沖電気工業㈱ 中国支社 広島市中区鉄砲町８－１８

90 奥アンツーカ㈱ 広島営業所 広島市西区天満町６－１２

91 奥田重機㈱ 庄原市東城町川西８４７

92 ㈱奥村組 広島支店 広島市中区国泰寺町１－７－２２

93 奥村組土木興業㈱ 広島支店 広島市中区立町１－２０

94 小奴可建設㈱ 庄原市東城町小奴可１３７４

95 オリエンタル白石㈱ 広島営業支店 広島市中区八丁堀４－４

96 オリエントハウス㈱ 広島支店 広島市西区小河内町１－４－４

97 オルガノ㈱ 中国支店 広島市南区稲荷町２－４

98 オルガノプラントサービス㈱ 関西事業所 大阪府吹田市江の木町１－６

99 開成工業㈱ 広島営業所 広島市安佐北区亀山９－１２－４０

100 ㈱角栄組 庄原市是松町天神３６３－７

101 隔測計装㈱ 広島営業所 広島市西区三滝町１４－４

102 ㈱カジオカＬ．Ａ 広島市安佐北区口田南７－７－２３

103 柏迫建設㈲ 福山市沼隈町大字草深甲８２６

104 鹿島環境エンジニアリング㈱ 東京都港区元赤坂１－５－３１

105 ㈱加島建設 庄原市高野町新市５１２－５

106 鹿島建設㈱ 中国支店 広島市南区段原南１－３－５３

107 鹿島道路㈱ 中四国支店 広島市南区段原南１－３－５３

108 ㈱加藤組 庄原営業所 庄原市是松町５０２０－５

109 ㈲加藤建設 庄原市板橋町竹の花５４９－５

110 カナツ技建工業㈱ 島根県松江市春日町６３６

111 ㈱加納屋建設 尾道市因島重井町５８００－４６

112 ㈲可部組 安芸郡府中町山田４－１４－２

113 ㈱上垣組 東広島市西条町田口１４３７

114 河井建設工業㈱ 三次営業所 三次市三次町１９０７－１

115 ㈱川崎技研 福岡県福岡市南区向野１－２２－１１

116 ㈱河崎組 広島市東区牛田新町２－４－１９

117 川崎設備工業㈱ 中国支店 広島市中区中町８－１２

118 川田建設㈱ 中国支店 広島市中区鉄砲町１－２０

119 川田工業㈱ 広島営業所 広島市中区鉄砲町１－２０

120 河政建設㈱ 広島市西区福島町２－１９－５

121 ㈱カワムラ 庄原市板橋町６５－２

122 幹栄建設工業㈱ 広島市西区福島町１－９－１４
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123 ㈱環境開発 広島営業所 広島市中区幟町３－５５

124 ㈱環境開発公社 広島市西区南観音６－１２－２１

125 環境保全㈱ 呉市郷原町２５２７－３９１

126 ㈱カンサイ 広島市佐伯区五日市町大字石内４６０

127 ㈱関西緑建 広島市西区田方２－１－１

128 岩水開発㈱ 岡山県岡山市南区福吉町１８－１８

129 管清工業㈱ 中国営業所 広島市佐伯区五日市町大字上河内７９６－１

130 ㈱関電工 中国支社 広島市中区上幟町７－３

131 機動建設工業㈱ 広島営業所 広島市中区江波本町１４－１５

132 ㈱木下エネルギーソリューションズ 広島市佐伯区五日市町大字石内５９９８－１

133 ㈱木下組 広島市佐伯区五日市町大字石内５９９８－１

134 ㈱九電工 中国支社 広島市中区河原町７－７－２０１

135 ㈱京栄建設 広島市安佐南区東野２－１８－２９

136 ㈱共立 広島市中区大手町４－６－１６

137 共立建設㈱ 中国支店 広島市中区東白島町１４－１５

138 ㈱協和エクシオ 中国支店 広島市西区小河内町２－７－１１

139 共和化工㈱ 広島支店 広島市中区東千田町２－９－５７

140 協和機電工業㈱ 広島営業所 広島市南区的場町１－１－２１

141 協和テクノロジィズ㈱ 岡山事業所 岡山県岡山市北区駅元町３１－２

142 共和電設㈱ 三次市十日市東６－１０－２５

143 共和メンテナンス㈱ 東京都品川区西五反田７－２５－１９

144 清木建設㈲ 庄原市西本町４－８－５

145 旭日電気工業㈱ 広島支店 広島市西区己斐本町２－２０－２

146 極東開発工業㈱ 兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５

147 極東興和㈱ 広島市東区光町２－６－３１

148 極東サービス㈱ 大阪営業所 兵庫県尼崎市東難波町５－９－１

149 近畿工業㈱ 大阪府大阪市北区東天満２－６－５

150 ㈱きんでん 中国支社 広島市西区横川町２－１３－５

151 クボタ環境サービス㈱ 中国支店 広島市東区二葉の里３－５－７

152 クボタ機工㈱ 中国営業所 広島市東区二葉の里３－５－７

153 ㈱熊谷組 中四国支店 広島市中区大手町４－６－１６

154 ㈱熊高組 安芸高田市高宮町川根２９５３

155 クマリフト㈱ 広島営業所 広島市東区牛田本町１－１０－２４

156 ㈱クラスカ 広島市西区福島町１－２６－５

157 ㈱クラタコーポレーション 広島市中区橋本町７－２７

158 ㈱クリタス 西日本支社 大阪府高槻市芥川町１－７－２６

159 栗原工業㈱ 中国支店 広島市中区上幟町２－４３

160 ㈱クリハラント 中国支社 広島市中区中町７－２３

161 ㈱　栗本 広島市西区南観音７－１４－２０

162 呉製畳㈲ 呉市阿賀中央２－６－７

163 ㈱くれせん 呉市西中央４－６－３
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164 ㈱桑原組 広島市西区己斐本町３－１７－２４

165 芸南建設㈲ 竹原市忠海床浦２－１５－３５

166 ㈱芸北造園土木 広島市安佐南区緑井３－４３－９

167 ケイワイ設備㈲ 庄原市七塚町１６１２－１

168 ＫＳＳ㈱ 東京都武蔵村山市伊奈平１－７０－２

169 弘安建設㈱ 和歌山県和歌山市吉田５６３－１

170 虹技㈱ 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町４－１

171 ㈱鴻治組 備北営業所 庄原市上原町大揚４８６－１

172 広成建設㈱ 広島市東区上大須賀町１－１

173 交通企画㈱ 広島市安佐南区緑井３－３－２２

174 ㈱弘電社 中国支店 広島市中区大手町３－７－２

175 ㈱鴻池組 広島支店 広島市中区八丁堀２－３１

176 広浜㈱ 広島営業所 広島市西区商工センター８－６－６

177 広和機工㈱ 廿日市市木材港北３－２８

178 興和建設工業㈱ 福山市木之庄町１－１６－２４

179 伍永通信㈱ 広島市南区仁保３－９－２５

180 ㈱コーシン 広島市安佐南区伴北７－３１－２４

181 国土技建㈱ 東広島市西条昭和町１２－７

182 コスモ産業㈱ 福山市水呑町４４８７－２

183 ㈱コダマ 広島市安佐北区可部４－１０－７

184 後藤建設㈱ 広島市南区堀越２－５－２２

185 後藤土木㈱ 府中市鵜飼町７０２－１

186 ㈱コトブキ 中四国支店 広島市中区本川町２－１－１３

187 コトブキシーティング㈱ 中四国支店 広島市中区紙屋町１－１－１７

188 寿電気工業㈱ 呉市三条４－１１－１０

189 小林建設㈱ 庄原市東本町４－１－１

190 ㈱コモンテックス 新潟県新潟市中央区女池神明２－３－１２

191 五洋建設㈱ 中国支店 広島市中区上八丁堀４－１

192 金剛㈱ 中四国支店 広島市中区大手町３－１－３

193 ㈱金剛測機 福山営業所 福山市南蔵王町２－９－４１

194 ㈱コンステック 広島支店 広島市南区段原南１－３－５３

195 ㈱サービスセンター 三原市宮沖５－８－２４

196 西城運輸砕石㈱ 庄原市西城町中野５５１－１

197 西城建設㈱ 庄原市西城町大佐７４１－２

198 西条電気㈱ 東広島市西条昭和町５－１０

199 ㈱斎藤組 庄原市東城町川西７９６

200 西戸崎興産㈱ 広島営業所 広島市西区草津新町１－８－１３

201 ㈲佐伯建設 庄原市東城町東城４１１－２

202 酒井工業㈱ 京都府京都市南区東九条中御霊町５３－４

203 ㈲サカエ企画 広島市西区福島町２－２８－１６－１０１

204 ㈲坂建設 庄原市比和町比和６２３－１
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205 ㈲サクシード 福山市新市町金丸７７

206 佐々部工業㈱ 広島市南区東雲２－２－６

207 佐藤工業㈱ 中国支店 広島市中区大手町１－１－２３

208 ㈱佐藤工務店 尾道市高須町３７３３－１

209 ㈲サプライおおむら 福山市瀬戸町長和１６０７

210 山陰クボタ水道用材㈱ 広島支店 東広島市西条町下見１０４６１－１３

211 三機工業㈱ 中国支店 広島市中区大手町２－１－１

212 ㈱三共冷熱 福山市松浜町４－２－２２

213 三建設備工業㈱ 中国支店 広島市中区中町７－２２

214 ㈱三晃空調 中国支店 広島市中区紙屋町１－２－２２

215 三興建設㈱ 広島支店 広島市安佐北区安佐町久地５６３－７

216 三興建設㈱ 広島支店 広島市安佐北区安佐町久地５６３－７

217 三晃工業㈱ 大阪府大阪市大正区鶴町２－１５－２６

218 三晃工業㈱ 大阪府大阪市大正区鶴町２－１５－２６

219 ㈱三幸社 福山市野上町３－１６－５１

220 三親電材㈱ 広島市中区千田町１－５－１８

221 ㈱サンスイ 福山市新市町新市２７３－３

222 ㈱山水園緑地建設 福山市千田町大字千田２５３５

223 ㈲サンスイ開発 三次市粟屋町７２２－３

224 ㈱ＳＡＮＳＥＩ
広島市佐伯区五日市町大字下河内字野地１１５
－１

225 ㈲三誠金属工作所 庄原市東本町３－１２－８

226 三精工事サービス㈱ 大阪府大阪市北区池田町１－４３

227 ㈱サンテック 福山市駅家町大字大橋３８－１

228 ㈱サンネット 広島市中区袋町４－２１

229 三洋企業㈱ 広島市安佐南区祇園２－６－３２

230 山陽空調工業㈱ 広島市南区大須賀町１９－１３

231 山陽建工㈱ 広島市中区西川口町７－２

232 山陽建設㈱ 三原市宮沖１－１３－７

233 山陽工業㈱ 三次営業所 三次市西酒屋町字大久保６４６－２

234 山陽通信工業㈱ 広島市西区三篠町２－１３－３２

235 山陽土建工業㈱ 福山市多治米町６－４－５

236 サンヨー緑化産業㈱ 広島市安佐南区伴北６－９７７５－１

237 ㈱サンリフト 広島市安芸区矢野新町２－３－５

238 ㈱三冷社 中国支店 広島市西区東観音町６－１８

239 ㈱サンロック 福山市新市町大字下安井５３９－１

240 三和興産㈱ 山口県宇部市文京町２－１７

241 サンワコムシスエンジニアリング㈱ 中国支店 広島市西区中広町３－２５－６

242 三和シヤッター工業㈱ 三次出張所 安芸高田市吉田町山手９８０

243 三和鉄構建設㈱ 世羅営業所 世羅郡世羅町大字安田１２５０８－１

244 三和電設㈱ 広島市南区西蟹屋４－４－１８
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245 ㈱ＧＳユアサ 中国支社 広島市中区立町２－２３

246 ㈱ジーエス・ユアサフィールディングス 中国支店 広島市西区三滝町３－８

247 ジーエム建設㈱ 東広島市西条御条町４－８

248 ＪＲＣシステムサービス㈱ 広島営業所 広島市中区八丁堀７－２

249 ＪＦＥテクノス㈱ 神奈川県横浜市鶴見区末広町２－１

250 塩田工業㈱ 広島市南区東雲２－１４－６

251 ㈱重藤組 広島支店 広島市中区舟入南３－１９－２６－１０１

252 重森鉄工㈲ 府中市上下町上下１８６５－１

253 ㈱繁山興業 福山市千田町３－４８－１３

254 ㈱シゲル電気工業 広島市佐伯区藤垂園１－８－１０２

255 四国環境整備興業㈱ 愛媛県今治市国分１－１－１８

256 ㈱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２－７－３５

257 ㈱島田組 大阪府八尾市弓削町南３－２０－２

258 清水建設㈱ 広島支店 広島市中区上八丁堀８－２

259 下岸建設㈱ 広島市東区山根町２８－２２

260 ㈱下田建設 庄原市西城町平子２３１－３

261 ㈱ジャクエツ 福井県敦賀市若葉町２－１７７０

262 ジャトー㈱ 中国営業所 広島市西区天満町９－１

263 首都高ＥＴＣメンテナンス㈱ 東京都港区芝３－５－５

264 ㈲庄栄産業 庄原市板橋町５３７８- ３

265 上下ふるさと建設㈲ 府中市上下町二森３７３－１

266 松建 福山市新市町宮内２１７－１９

267 ジョンソンコントロールズ㈱ 広島支店 広島市中区中町７－２２

268 ㈱新栄造園 竹原市忠海長浜１－６－３５

269 新川電機㈱ 中国支社 広島市中区竹屋町８－６

270 シンクコンストラクション㈱ 広島営業所 広島市中区幟町１１－４－３０３

271 ㈱神鋼環境ソリューション 兵庫県神戸市中央区脇浜町１－４－７８

272 新生建設㈲ 広島市安芸区瀬野１－１３－２８－３

273 ㈱新星工業社 広島市南区宇品海岸３－８－６０

274 新生テクノス㈱ 広島支社 広島市東区二葉の里１－２－９

275 新泉産業㈱ 大阪府吹田市南吹田１－６－４

276 新ツシマ工業㈱ 広島市佐伯区八幡３－２１－８

277 新日本空調㈱ 中国支店 広島市中区大手町２－７－１０

278 シンフォニアテクノロジー㈱ 中国営業所 広島市中区立町２－２５

279 新明和アクアテクサービス㈱ 中国センター 広島市南区東雲本町２－２１－２６

280 新明和工業㈱ 流体事業部　営業本部　中国支店 広島市南区東雲本町２－２１－２６

281 新菱工業㈱ 中国営業所 広島市中区大手町２－７－１０

282 新菱冷熱工業㈱ 中国支社 広島市中区大手町３－７－５

283 新和建設工業㈱ 福山市西深津町５－１６－３

284 ㈲新和鋪道 庄原市木戸町４３

285 ㈱水機テクノス 広島営業所 広島県広島市中区橋本町１０－１０
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286 ㈱水光エンジニア 広島市西区中広町２－２３－１５

287 ㈱スイセイ設備 庄原市板橋町６６

288 水道機工㈱ 広島支店 広島市中区橋本町１０－６

289 水ｉｎｇエンジニアリング㈱ 中国営業所 広島市中区大手町４－６－１６

290 ㈱スエノブ 広島市安佐南区山本１－８－４

291 スエヒロシステム㈱ 大阪府大阪市中央区平野町１－６－８－７０２

292 須賀工業㈱ 中国支店 広島市南区稲荷町４－１

293 ㈱鈴木工務店 福山市丸之内１－４－１

294 ㈱砂原組 三次営業所 三次市三和町上板木１０３０－１

295 ㈱スポーツテクノ和広 広島営業所 広島市安佐南区祇園３－４６－５

296 ㈱スミカワ設備 庄原市東城町川東２３９－１

297 住友重機械エンバイロメント㈱ 広島支店 広島市南区稲荷町４－１

298 住友電設㈱ 広島支店 広島市南区段原２－１－１４

299 ㈱正興電機製作所 中国営業所 広島市中区本川町２－６－５

300 ㈱セイム 三原市皆実４－８－６

301 誠和工業㈱ 三原市本郷町船木１６０９

302 積水ハウス㈱ 広島シャーメゾン支店 広島市安佐南区西原５－１６－６

303 セコム㈱ 東京都渋谷区神宮前１－５－１

304 瀬戸電設工業㈱ 福山市瀬戸町山北４２３－１

305 ㈱錢高組 広島支店 広島市南区京橋町１－２３

306 創建工業㈱ 広島市中区榎町２－１４

307 ㈱ソーカン 福山市南蔵王町４－８－３７

308 ㈱曽根川施工 広島市安佐北区口田４－８－２

309 ㈱ソルコム 広島市中区南千田東町２－３２

310 大亜工業㈱ 広島市中区光南６－３－８１

311 第一工業㈱ 中国営業所 広島市東区東蟹屋町５－５

312 第一コンテク㈱ 広島市安佐北区安佐町飯室４８４７－１

313 第一美研興業 広島市佐伯区八幡３－１６－１３

314 大栄環境㈱ 兵庫県神戸市東灘区向洋町東２－２－４

315 大栄電業㈱ 広島市西区南観音１－３－３

316 ㈱大氣社 中国支店 広島市中区中町７－２３

317 大興電設㈱ 広島市中区河原町５－１６

318 大新電工㈱ 福山営業所 福山市引野町４８０６

319 大成温調㈱ 広島営業所 広島市中区中町７－２３

320 大成機工㈱ 大阪府大阪市北区梅田１－１－３－２７００

321 大成建設㈱ 中国支店 広島市中区小町２－３７

322 大成設備㈱ 中国支店 広島市中区小町２－３７

323 大成ナグバス㈱ 広島市安佐北区落合１－２－３０

324 大成リフト製造㈱ 広島市南区上東雲町１９－２

325 ダイダン㈱ 中国支店 広島市中区加古町２－２２

326 ㈱タイトー設備工業 福山市曙町３－５－１
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327 大日本土木㈱ 中四国支店 広島市南区的場町１－２－１９

328 太平設備㈱ 尾道市東則末町１１－２６

329 ㈱大宝組 世羅営業所 世羅郡世羅町大字小国３３８９

330 大豊建設㈱ 広島支店 広島市中区大手町３－１－３

331 ㈱大和エンジニヤリング 広島市安佐南区緑井１－１２－３１

332 ㈱大和建設 庄原市七塚町中原７９９－３

333 ㈱大和建設 庄原市七塚町中原７９９－３

334 大和リース㈱ 広島支店 広島市西区楠木町３－１－４０

335 タカオ㈱ 福山市御幸町中津原１７８７－１

336 高砂熱学工業㈱ 中四国支店 広島市中区鉄砲町１０－１２

337 高瀬産業㈱ 庄原市東城町東城３４０－２

338 ㈱高野電気商会 広島市中区東白島町８－１４

339 ㈱高原設備工務店 広島市西区横川町２－１６－１５

340 ㈱宝工務店 広島市中区南千田東町１－２３

341 瀧上工業㈱ 広島営業所 広島市中区八丁堀６－１１

342 ㈱たけだ 庄原市西本町３－１－３５

343 ㈱武田組 三次支店 三次市甲奴町西野５４０－１

344 ㈱竹中工務店 広島支店 広島市中区橋本町１０－１０

345 ㈱竹中土木 広島支店 広島市中区橋本町１０－１０

346 ㈱タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田二丁１９１－１

347 ㈱ダック 広島市中区鶴見町４－２５

348 タツミ電工㈱ 福山市卸町３－１

349 ㈱立芝 広島市西区楠木町２－４－３

350 田中機電工業㈱ 広島営業所 広島市南区的場町１－１－２１－５０４

351 ㈲谷川工務店 庄原市東本町３－１６－３

352 ㈱田畑技建工業 福山市瀬戸町大字長和６８６－１

353 ㈲田畠建設 庄原市口和町永田７７９－７

354 ダン環境設備㈱ 広島市安佐北区上深川町２４４－１

355 ㈱丹青社 東京都港区港南１－２－７０

356 中外テクノス㈱ 広島市西区横川新町９－１２

357 中機工業㈱ 広島市中区宝町１－１５

358 中鋼産業㈱ 呉市安浦町大字中切１２８６

359 中国アステック㈱ 三次市高杉町１０２０５－２

360 中国エンジニアリングサービス㈱ 広島市南区東雲２－１４－６

361 ㈱中國開發 府中市上下町小塚６５９

362 中国交通器材㈱ 東広島市高屋町稲木５７２

363 中国住建㈱ 庄原市東城町川西７６０－２

364 中国電設工業㈱ 広島市中区千田町３－１０－５

365 ㈱中国ネオ 広島市西区庚午北２－６－２８

366 ㈱中国パラテックス 岡山県岡山市南区新保１１１６－７

367 ㈱中国日立 福山支社 福山市南本庄２－１０－２３
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368 中国フレキ工業㈱ 東広島市高屋町造賀３４７８

369 ㈱チュウセツシステム 三次市十日市西１－３－６

370 ㈱中電工 庄原配電センター 庄原市板橋町５１０－８

371 中電プラント㈱ 広島市南区出汐２－３－１８

372 千代田興産㈱ 中国支店 広島市中区中町７－３２

373 千代田テクノ㈱ 広島市佐伯区五日市町大字石内３２８０

374 月島機械㈱ 広島支店 広島市中区橋本町１０－１０

375 ㈱土本塗装店 広島市中区昭和町５－２９

376 ㈱鶴見製作所 中国支店 広島市佐伯区吉見園１－２１

377 ㈱Ｔ・Ｃ 広島市西区東観音町１３－２３

378 帝三耐蝕工業㈱ 三原市新倉２－１０－１

379 ㈱滴翠造園 広島市西区己斐東３－３－１５

380 ㈱テクノス 福山市神辺町大字川南１３０３－１

381 ㈱テクノ窯工 岡山県備前市浦伊部１１８５－１０

382 ㈱テクノ菱和 広島営業所 広島市安佐南区古市２－１－１

383 テスコ㈱ 広島支店 広島市中区幟町１４－１４

384 鉄建建設㈱ 広島支店 広島市東区光町２－９－２８

385 ㈱寺本緑化建設 広島市佐伯区五日市中央５－１３－１５

386 電気興業㈱ 広島支店 広島市中区西十日市町１０－９

387 ㈱電業社機械製作所 中国支店 広島市中区胡町４－２１

388 天満冷凍機㈱ 広島市西区中広町３－２５－１９

389 東亜建設工業㈱ 中国支店 広島市中区立町２－２３

390 東亜道路工業㈱ 広島営業所 東広島市西条町寺家４６４３－１

391 東海鋼管㈱ 広島営業所 広島市西区西観音町９－７

392 東海リース㈱ 広島支店 広島市南区的場町１－３－６

393 東急建設㈱ 広島支店 広島市中区銀山町４－１７

394 東京計器㈱ 広島営業所 広島市中区小町３－１９

395 東光電気工事㈱ 中国営業所 広島市中区大手町２－７－１０

396 東芝インフラシステムズ㈱ 中国支社 広島市中区鉄砲町７－１８

397 東芝エレベータ㈱ 中国支社 広島市中区大手町２－７－１０

398 東芝ライテック㈱ 中国営業所 広島市中区鉄砲町７－１８

399 ㈱東伸 呉市中央６－８－１３

400 東邦電気工業㈱ 中国支店 広島市東区東蟹屋町７－１３

401 ㈲堂前建築工業 庄原市口和町宮内８０－１

402 ㈱東洋安全施設 広島市西区南観音３－１５－３７

403 東洋建設㈱ 中国支店 広島市東区光町２－６－２４

404 東洋熱工業㈱ 中国支店 広島市中区八丁堀５－７

405 東洋プラント㈱ 福山市東手城町１－２－３７

406 東洋リフト製造㈱ 広島市安佐南区伴西４－２２２０－１

407 ㈲同和建設工業 広島市佐伯区五月が丘１－１２－２０

408 ㈱トーケミ 大阪府大阪市淀川区田川北１－１２－１１
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409 ㈱トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町３－２３

410 ㈱徳山ビルサービス 山口県周南市大字栗屋５０－１１

411 都市環境整備㈱ 広島市西区西観音町１５－９

412 戸田建設㈱ 広島支店 広島市中区宝町１－２０

413 飛島建設㈱ 中国支店 広島市南区的場町１－７－１０

414 巴工業㈱ 大阪支店 大阪府大阪市北区梅田２－２－２２

415 ㈱豊國 呉市築地町５－１４

416 ドリコ㈱ 東京都中央区日本橋２－１３－１０

417 ㈱酉島製作所 広島支店 広島市東区光町１－１３－２０

418 内海プラント㈱ 岡山県岡山市東区楢原５１０

419 長岡商事㈱ 庄原市西本町２－１２－１０

420 長岡鉄工建設㈱ 庄原市上原町２６１２

421 中尾建設工業㈲ 福山市箕島町５７００－１５

422 ㈱中尾鉄工所 広島市南区出島１－３４－５６

423 ㈱中田建設 府中市上下町上下１０４９－１

424 ㈲中田建設 庄原市春田町１４５－２

425 ㈲中西組 広島市佐伯区湯来町大字多田２０３９

426 ㈱長沼電業社 広島市中区袋町６－１４

427 中根電機工業㈱ 福山市松永町４－４－２３

428 中村建設㈱ 岡山県高梁市横町１５４１－５

429 ㈱中村酸素 広島市中区江波沖町６－３１

430 ㈱ナガワ 大阪支店 大阪府大阪市北区中之島３－３－２３

431 南部興業㈱ 広島市安佐北区亀山南３－５－２４

432 ㈱西尾園芸 広島市西区井口２－１６－２０

433 ㈱西岡工業 広島市東区馬木３－５－１４

434 錦建設㈱ 広島市中区国泰寺町２－５－４

435 ㈱西日本グリーンメンテナンス 安佐南営業所 広島市安佐南区伴中央２－３－３２

436 西日本高速道路ファシリティーズ㈱ 広島営業所 広島市安佐南区緑井２－２２－１６

437 西日本電信電話㈱ 広島支店 広島市中区基町６－７７

438 西日本舞台設備㈱ 福山市清水ヶ丘１２－１６

439 ㈱西原環境 関西支店 大阪府大阪市淀川区西中島３－９－１２

440 西松建設㈱ 中国支店 広島市中区国泰寺町２－２－２８

441 ㈱ニチゾウテック 広島事業部 尾道市向東町１４７５５

442 日海通信工業㈱ 広島支店 広島市西区観音本町２－７－５

443 ㈲日進設備工業 庄原市東城町東城１６８－８

444 日水産業㈱ 広島営業所 広島市東区中山上２－１２－１３

445 日成ビルド工業㈱ 広島支店 広島市東区上大須賀町１－１６

446 日成プラント㈱ 広島市東区中山北町１－１９

447 日特建設㈱ 広島支店 広島市中区広瀬北町３－１１

448 日本運搬機械㈱ 広島営業所 広島市安佐南区中筋１－１６－３１

449 日本オーチス・エレベータ㈱ 中国支店 広島市南区稲荷町４－１
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450 日本コムシス㈱ 中国支店 広島市中区大手町１－１－２３

451 日本ジッコウ㈱ 兵庫県神戸市西区南別府１－１４－６

452 日本鉄塔工業㈱ 広島営業所 広島市中区大手町３－８－４

453 日本電気㈱ 中国支社 広島市中区八丁堀１６－１１

454 日本電設工業㈱ 中国支店 広島市東区二葉の里１－１－４２

455 日本電通㈱ 大阪府大阪市港区磯路２－２１－１

456 ㈱日本ピーエス 中国支店 広島市東区光町１－１０－１９

457 日本リーテック㈱ 中国ビルインフラ支社 広島市東区光町１－７－１１

458 日本アルファー工業㈱ 庄原市一木町３１５－１

459 日本エレベーター製造㈱ 広島出張所 広島市中区南竹屋町２－２８

460 ㈱日本エンジニア 福山市入船町２－８－１

461 日本管財㈱ 本店 兵庫県西宮市六湛寺町９－１６

462 ㈱日本管財環境サービス 兵庫県西宮市池田町９－７

463 日本原料㈱ 関西支店 大阪府大阪市中央区内本町１－３－５

464 日本国土開発㈱ 中国営業所 広島市中区西十日市町９－９

465 日本サンライズ㈱ 広島市西区南観音６－６－２７

466 日本体育施設㈱ 広島営業所 広島市東区愛宕町６－２１－３０１

467 日本調理機㈱ 中国支店 広島市西区楠木町３－６－９

468 ㈱日本パーカーライジング広島工場 広島市中区大手町２－８－４

469 日本フィールドシステム㈱ 岡山県津山市高尾５７３－１

470 日本無線㈱ 中国支社 広島市中区八丁堀７－２

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

472 日本ロードテック㈱ 広島市西区南観音７－１－２９

473 ㈲ネジカネ工業 庄原市西城町入江３０３－１

474 ネットワンシステムズ㈱ 東京都千代田区丸の内２－７－２

475 ノダック㈱ 埼玉県さいたま市南区文蔵３－２８－６

476 ㈱ノバック 広島支店 広島市西区横川町３－１２－１０

477 延田建設 呉市吉浦町鍋土

478 昇テクノサービス㈲ 岡山県岡山市北区久米２６９

479 ㈱乃村工藝社 中四国支店 広島市中区幟町１３－１１

480 ㈱ハイエレコン 広島市西区草津新町１－２１－３５

481 長谷川体育施設㈱ 中国営業所 広島市南区的場町１－２－１９

482 ㈲長谷川木材店 庄原市東本町３－１７－１７

483 蜂谷工業㈱ 広島支店 広島市東区光町２－１２－２５

484 ㈲服部建設工業 福山市駅家町大字近田１０６－１

485 ㈱葉名組 尾道市天満町１６－１

486 パナソニックＬＳエンジニアリング㈱ 中国・四国支店 広島市中区中町７－１

487
パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱ 中
国社　中国営業所

広島市中区八丁堀５－７

488 ㈱濱田製作所 呉市川尻町小仁方１－２５－３５

489 ㈱はまはら 尾道市新浜１－３－４
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490 バンドーレテック㈱ 広島営業所 広島市中区南竹屋町４－１６

491 ㈱ピーエス三菱 広島支店 広島市中区幟町１３－１５

492 肥海建設㈱ 広島市安佐北区可部１－１６－１

493 東原産業㈱ 広島市安佐北区安佐町久地５－３

494 ヒカリ建設㈱ 広島市西区南観音８－７－３

495 美建工業㈱ 東広島市西条町寺家５７８２－１

496 ㈱日立国際電気 中国支店 広島市東区光町１－１０－１９

497 ㈱日立システムズ 中国支社 広島市中区上幟町３－３３

498 ㈱日立製作所 中国支社 広島市中区袋町５－２５

499 日立造船㈱ 中国支社 広島市中区袋町３－１７

500 ㈱日立ビルシステム 中国支社 広島市中区八丁堀３－３３

501 ㈱日立プラントサービス 中国支店 広島市中区紙屋町２－２－２

502 日比谷総合設備㈱ 中国支店 広島市中区東白島町１４－１５

503 備北設備工業㈱ 三次市十日市南２－１５－１

504 ㈲ヒラオ 庄原市殿垣内町１７３－２

505 平原建設㈱ 東広島市西条土与丸４－２－４８

506 広建産業㈱ 広島市西区東観音町２４－２６

507 広島ガス住設㈱ 庄原市東城町川西８５６－１

508 広島ガステクノ・サービス㈱ 広島市南区皆実町２－６－１９

509 広島綜合警備保障㈱ 広島市安佐南区西原８－３４－３

510 広島電気工事㈱ 三原市城町３－９－２２

511 広島道路施設㈱ 広島市安佐南区緑井３－１－１３

512 広島日本電池販売㈱ 広島市安佐南区祇園２－７－２０

513 ㈱広島みかど 広島市安佐南区大塚西２－１６－１８

514 廣島緑地建設㈱ 庄原営業所 庄原市板橋町５６１－１

515 ㈱広田造園 広島市西区己斐上１－１４－３

516 ㈱広津産業 広島市佐伯区利松３－３１－２３

517 広電建設㈱ 広島市中区東千田町２－９－５７

518 備後道路㈱ 尾道市高須町５２６７

519 ファースト建設㈱ 大阪府大阪市東淀川区東中島１－６－１４

520 ㈱フェイス 福山市坪生町１－４９－４

521 福井建設㈱ 広島市中区舟入南４－１４－１５

522 ㈱福田組 広島営業所 広島市東区光町２－７－３５

523 福徳技研㈱ 広島市中区東千田町２－３－２６

524 ㈱福永建設工業 広島市西区観音本町１－１６－２２

525 ㈱福正建設 広島市安佐南区上安４－３７－５

526 福山電業㈱ 福山市昭和町６－１

527 福山ユアサ電機㈱ 福山市引野町３－２－９

528 フコク電興㈱ 福岡県福岡市博多区山王１－１５－８

529 藤岡試掘㈲ 庄原市七塚町４８３－１

530 富士企業㈱ 広島市佐伯区楽々園４－６－１９
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531 ㈱フジ技研 広島市西区庚午中４－９－２３

532 ㈱藤木工務店 広島営業所 広島市中区白島九軒町６－８

533 ㈱藤建 尾道市栗原町６００５

534 富士建設㈱ 福山市神島町１０－１８

535 富士建設工業㈱ 新潟県新潟市北区島見町３３０７－１６

536 富士工業㈱ 東京都板橋区若木１－２６－１３

537 ㈱富士産業 広島市南区出島２－９－２０

538 ㈱富士産業 広島市南区出島２－９－２０

539 ㈱フジタ 広島支店 広島市中区幟町１３－１５

540 ㈱フジタコーポレーション 広島市佐伯区五日市中央１－６－３３

541 フジタ道路㈱ 広島支店 広島市南区稲荷町５－１８

542 富士通Ｊａｐａｎ㈱ 中国支社 広島市中区紙屋町１－２－２２

543 ㈱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５－１１－１２

544 富士通ネットワークソリューションズ㈱ 中国支店 広島市中区紙屋町１－２－２２

545 フジテック㈱ 西日本支社　広島支店 広島市中区八丁堀７－２

546 富士電機㈱ 中国支社 広島市中区銀山町１４－１８

547 ㈱富士ピー・エス 広島支店 広島市中区中町８－１２

548 ㈱不二ビルサービス 広島市西区楠木町４－８－１２

549 富士古河Ｅ＆Ｃ㈱ 中四国支店 広島市中区銀山町１４－１８

550 ㈱伏光組 三次営業所 三次市秋町１０４２－３

551 ㈲藤本工務店 庄原市三日市町２９９－３

552 ㈱フソウ 中国支店 広島市中区小町３－２５

553 扶桑電通㈱ 中国支店 広島市南区段原南１－３－５３

554 双葉電機㈱ 福山市東手城町３－３４－２４

555 ㈱不動テトラ 中国支店 広島市中区小町３－１９

556 ㈱プランニング三誠 広島市西区西観音町１－１８

557 古河産機システムズ㈱ 大阪支店 大阪府大阪市北区堂島１－５－１７

558 古河電池㈱ 中国支店 広島市中区大手町２－１１－２

559 ㈱プレイテック 広島市安芸区矢野東６－３７－１６

560 ㈱プロテック 福山市南蔵王町６－１８－４０

561 平和実業㈱ 広島市佐伯区五日市町大字石内２０４７

562 ㈱ＨＥＸＥＬ　Ｗｏｒｋｓ 中国支店 広島市中区小町３－１９

563 ベスト産業㈱ 広島市安佐南区伴東４－２８－３７

564 ㈱豊国エンジニアリング 東広島市西条町御薗宇６４００－４

565 ポエック㈱ 福山市南蔵王町２－１－１２

566 ホーチキ㈱ 中国支社 広島市南区段原山崎１－１０－１

567 北辰映電㈱ 広島市中区上幟町８－３９

568 北備建設㈱ 庄原市西本町１－１４－１１

569 ホシザキ中国㈱ 広島市中区土橋町１－１３

570 ㈱堀田組 尾道市新浜１－９－２２

571 ㈱堀内造園 東広島市高屋町造賀１２６４－２
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572 ㈱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９－２１

573 前澤工業㈱ 中国支店 広島市南区京橋町９－２１

574 前田建設工業㈱ 中国支店 広島市中区鶴見町４－２２

575 ㈱前田産業 熊本県熊本市南区野田３－１３－１

576 前田道路㈱ 備北営業所 庄原市東城町久代３５９－１

577 ㈱マシノ 福山支店 福山市御門町２－５－３９

578 ㈱増岡組 広島市中区鶴見町４－２５

579 マスプロ電工㈱ 広島支店 広島市西区三滝町９－１１

580 松井建設㈱ 中国営業所 広島市南区的場町１－１－２１

581 松尾建設㈱ 広島支店 広島市中区富士見町１６－２０

582 松電産業㈱ 広島市西区楠木町１－７－７

583 ㈱松村電機製作所 中国支店 広島市東区光町１－１２－２０

584 ㈱丸岡産商 広島市安佐北区安佐町後山１４５０

585 丸伸企業㈱ 広島市安佐北区三入南１－１３－１４

586 丸福建材工業㈱ 広島市中区吉島町１２－１８

587 ㈱マルミ 広島市安佐北区落合２－２０－３

588 丸茂電機㈱ 広島営業所 広島市中区銀山町１－１１

589 ミウラ化学広島販売㈱ 広島市佐伯区屋代２－１０－１８

590 三島産業㈱ 福山市駅家町万能倉１２９５－１

591 みずえ緑地㈱ 広島市西区南観音８－２－３２

592 ㈱ミゾタ 中国支店 広島市佐伯区五日市中央４－１６－１

593 三谷建設㈱ 福山市赤坂町大字赤坂１６４７－１

594 三井Ｅ＆Ｓ環境エンジニアリング㈱ 千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１

595 ㈱三井開発 東広島市八本松町４７９２

596 三井住友建設㈱ 広島支店 広島市中区大手町２－７－１０

597 三井ホーム㈱ 中国統括支店 広島市中区中町９－１２

598 ㈱光成衡機 福山市箕沖町４５－２

599 三菱化工機㈱ 広島営業所 広島市東区光町２－１２－１０

600 三菱電機㈱ 中国支社 広島市中区中町７－３２

601 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 中国支社 広島市中区中町７－２２

602
三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 西日本本部　中
国支社

広島市東区若草町９－７

603 ㈱みづま工房 広島市中区大手町１－４－１４

604 ミナモト通信㈱ 広島営業所 広島市西区三篠町２－１４－１４

605 ㈲峰田電工 庄原市新庄町２３９－９

606 三保電機㈱ 広島市西区大芝１－２４－１９

607 ㈲ミマデンキ 庄原市高野町新市１１２１－４

608 宮川興業㈱ 三次営業所 三次市十日市東１－１－５

609 三宅建設㈱ 庄原市西城町中野５３７－１

610 宮田建設㈱ 庄原市東城町川西４７１－１

611 ㈲宮田工務店 庄原市東城町小奴可１２７９
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612 宮地エンジニアリング㈱ 広島営業所 広島市中区八丁堀１５－６

613 ㈱宮本工業所 富山県富山市奥田新町１２－３

614 宮本塗装工業㈱ 広島市西区竜王町５－１５

615 三次電工㈱ 三次市十日市西６－９－１

616 ㈱ミライト 中国支店 広島市南区西荒神町１－８

617 三和工業㈲ 庄原市総領町亀谷１１０７－１

618 宗盛電気サービス㈱ 広島市南区仁保１－９－１

619 村本建設㈱ 中国支店 広島市中区上八丁堀８－２０

620 ㈱ムラヤマ 東京都江東区豊洲３－２－２４

621 ㈱明光 和歌山県海南市下津町下津３０８０－１

622 明星電気㈱ 中四国支店 広島市中区大手町２－７－１０

623 ㈱明電エンジニアリング 中国支店 広島市中区大手町２－８－４

624 ㈱明電舎 中国支店 広島市中区大手町２－８－４

625 メタウォーター㈱ 中国営業部 広島市中区大手町２－７－１０

626 ㈱メディアテック一心 福山市赤坂町赤坂１２７６

627 ㈱メンテ・オオノ 広島市中区西白島町２２－１５

628 ㈱森川鑿泉工業所 大阪府摂津市千里丘１－６－１７

629 ㈱森下電設工業 広島市安佐南区川内５－２１－２２

630 森田設備㈲ 尾道市御調町津蟹４６４－３

631 ㈱森田鉄工所 広島営業所 広島市東区光町２－９－２４

632 森松工業㈱ 広島営業所 広島市東区光町２－９－１４

633 ㈱森本組 広島支店 広島市中区加古町１２－７

634 森本建設㈱ 広島市佐伯区湯来町大字多田１８０４

635 ㈲森本工務店 庄原市七塚町１６０９－２

636 ㈲家頭組 呉市宮原１３－１１－４

637 矢木コーポレーション㈱ 長野県長野市真島町川合２０３６

638 八洲電機㈱ 中国支店 広島市中区大手町３－８－１

639 安田工業㈱ 神石郡神石高原町安田１６３－２

640 矢田工業㈱ 広島営業所 広島市安佐南区東野１－１３－１０

641 八千代電設工業㈱ 広島営業所 広島市中区本川町２－６－１０－１０７

642 ㈲山崎組 庄原市東城町久代９８－５

643 山崎建設㈱ 福山市霞町３－２－２３

644 ㈱山産 広島支店 広島市中区大手町２－４－１

645 山下産業㈱ 福山市入船町２－８－１

646 ㈲山下塗装 広島市安芸区矢野南５－１－３

647 ㈱ヤマテ工業 広島市西区三篠北町１３－４

648 大和電気工事㈱ 福山市松浜町１－１－８

649 山根建設㈲ 江田島市大柿町柿浦乙２３４６－７

650 ㈱山根塗研 廿日市市佐方３－１４－２８

651 ヤマハサウンドシステム㈱ 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島４－７－１８

652 ヤンマーエネルギーシステム㈱ 広島支店 広島市佐伯区隅の浜３－１－３１
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653 ㈲裕栄 広島市佐伯区八幡東４－３０－３７

654 ㈱有伸 府中市上下町深江７１０－５

655 ㈲湯川建材 庄原市高野町新市２９－１

656 ㈱ユニサス 広島市中区南吉島１－２－３７

657 横河ソリューションサービス㈱ 広島事業所 広島市東区東山町４－１

658 ㈲吉野建設 庄原市総領町稲草１３６３－１

659 ㈱四電工 広島営業所 広島市西区中広町１－１３－７

660 ライト工業㈱ 中国統括支店 広島市中区鶴見町２－１９

661 ライフデザイン・カバヤ㈱ 岡山県岡山市北区中仙道２－９－１１

662 ㈲ライフワーク 廿日市市上平良広池１５４３－２

663 ラサ商事㈱ 広島支店 広島市南区京橋町９－２１

664 ㈱ラックス 福山市曙町４－３－１８

665 ㈱ランテック 広島市安佐北区安佐町飯室１６００－１

666 理研イー・エム・シー㈱ 福岡県春日市白水ケ丘５－９７

667 理水化学㈱ 広島支店 広島市中区大手町３－８－１

668 りんかい日産建設㈱ 広島支店 広島市中区中町６－３０

669 ㈱ルーフ 広島市南区本浦町２－１１

670 レーンマーク工業㈱
広島市安佐北区安佐町大字飯室字森城６８６４
－１８

671 ワールド建設㈱ 広島市安佐北区可部８－３－４３

672 若築建設㈱ 中国支店 広島市中区紙屋町１－３－２

673 ㈱和田組 安芸高田市高宮町房後１２５－２０

674 ヱビス電工㈱ 広島市中区中町８－８


