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境谷　正昭

公益社団法人
広島北法人会会長

　令和3年の年頭にあたり謹んで新年のお慶
びを申し上げます。
　会員の皆様におかれましては、平素より広島
北法人会の運営につきまして、ご理解ご協力を
賜り厚く御礼申し上げます。
　また広島北税務署、管内税務団体、関係保
険会社の皆様のご指導ご協力に対しても厚く
御礼申し上げます。
　新型コロナウイルスも第3波の到来の影響が
心配されておりますが、様々多大な影響を受け
ておられる皆様に心よりお見舞い申し上げます。
　さて、広島北法人会は社団法人化されてか
ら、今年で40周年を迎えます。
　当初は可部税務署管内ということで、昭和51
年5月に可部法人会として発足しました。当時の
支部は可部、祇園、安佐、安古市、高陽、佐東、沼
田、千代田、豊平、芸北、加計、戸河内、大朝、筒
賀、学校法人の15支部で構成されていました。
　昭和56年11月に社団法人広島北法人会に
組織が変わりました。この広島北法人会会報も
今回で100号となりました。
　発足当時からの会報を拝見すると、各支部の
錚々たる役員の皆様、また既に故人となられた
多くの方 も々、当時はいまだ若く壮年時のお写
真で、地域の経済活動にいかに法人会活動が
活性を与えるかを語っておられます。
　本来、そうした皆様の思いを引き継ぐ記念す
べき40周年行事も、このコロナの終息を確認す
るまでは、残念ながらはなはだ流動的にならざ

るを得ない状況です。
　こうしてあらためて、広島北法人会の歴史を見
ていくと、安佐南区、安佐北区、北広島町、安芸
太田町と現在の広島北法人会の9支部の皆様
は、合併を経てそれぞれの町の歴史を引き継ぎ、
それぞれ特色を持った活動をされています。こ
れからもより活発な支部活動を行っていただき、
支部の懇親を深めていただければと思います。
　法人会では税の普及、啓発活動の一環とし
て、青年部会の皆さんには今年のこの厳しい現
状のなか、広島北税務署管内の小学校16校
で、「租税教室」を開催していただきました。年
明け1、2月でさらに7校が予定されています。
　女性部会主催の「税に関する絵はがきコン
クール」では管内の小学6年生対象に、短い夏
休みにもかかわらず、30校2,961点の応募作品
から130点の入賞作品が選ばれ、イオンモール
広島祇園で作品の展示がされ、表彰式は規模
を縮小したうえで開催されました。
　また、各委員会の皆様には、規程整備、会員
増強、会報発行、講演会、研修会、税制提言、親
睦ゴルフ等、これからもご尽力ご協力の程宜し
くお願い致します。
　最後になりますが、コロナ禍という厳しい年
が続きますが、新しい年が会員の皆様にとりま
して、一層の繁栄、飛躍の年となりますよう祈念
いたしまして、年頭のご挨拶とさせていただき
ます。

古野　恵二

広島北税務署
署　長

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　旧年中は、公益社団法人広島北法人会の
皆様方には、税務行政の円滑な運営につきま
して、格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼
申し上げます。
　貴会におかれましては、研修会の開催や租
税教室への講師派遣などにより、税知識の普
及や納税道義の高揚に努められているほか、
地域に密着した社会貢献活動にも積極的に取
り組まれ、精力的に事業を展開されています。
　このような活動は、境谷会長をはじめ役員
の皆様や会員の方々が一致団結してご尽力さ
れた賜物であり、皆様方の真摯な取組に対し
深く敬意を表しますとともに、心から感謝を申
し上げます。
　また、この度、法人会報「ひろしま北」が創刊
100号を迎えられたことは、誠に喜ばしいこと
です。「ひろしま北」に掲載される会活動や税
務情報等は、会員相互の意思疎通と相互啓発
の役割と同時に、会員以外の企業等へのＰＲ
誌として重要な役割を担われており、今後も会
員相互の絆として、末永く続きますことを願っ
ています。
　さて、近年の税務行政を取り巻く環境は、
社会経済の国際化やＩＣＴ化などに伴い大き
く変化しております。
　また、昨年以来、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大に伴い、新たな生活様式により対
応しているところですが、この感染症との闘い

はまだまだ続くと思われ、国民生活や経済に
与える影響は計り知れません。
　このような状況の中、「納税者の自発的な納
税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」と
いう国税庁の使命を果たすためには、柔軟な
発想で積極的に業務手法の高度化・効率化に
取り組むとともに、納税者の皆様の理解と信
頼を得て税務行政を進めていくことが重要と
考えております。
　しかしながら、申告納税制度の下で税務行
政を円滑に推進していくためには、私どもの力
のみでは自ずと限界がありますので、関係民
間団体の皆様のご理解とご協力が不可欠で
す。引き続き、皆様方と意思疎通を図り、連
携・協調関係を深めてまいりたいと考えており
ますので、よろしくお願い申し上げます。
　終わりに、貴会のますますのご発展と、会員
の皆様のご健勝と会員企業のご繁栄を祈念い
たしまして、年頭の挨拶とさせていただきます。

会長あいさつ 年頭訓示
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創刊100号特集

100
号

特集創刊
100号に寄せて
祝 辞
100号の歩み

【安芸太田支部】あさやま工業㈱／㈱アステイ／（医）社団 市村歯科医院／㈱猪原商店／㈱植地組／㈲梅田瓦店／㈱梅田組／梅田林業／ＡＩＧ損保 大倉寿雄／㈱大江石油 戸河内イ
ンターSS／太田川上流漁業（協）／太田川森林組合／太田川森林組合 加計支店／お食事処安楽喜／㈱恐羅漢／㈲小田瓦産業／㈲加計印刷／㈲加計機工／加計交通㈱／㈲加計自
動車整備工場／加計ショッピング（協）／㈲加計ダイハツ／KAJIHARA ／㈱上殿建設／上本建設㈱／㈲川本組／㈱玉翠園／㈲栗栖材木店／㈲栗原林班／㈱クリンプロ／（福） 芸北
福祉会／㈱広成／廣濱建設㈱／㈱河本組／㈲コスモ企画／㈱斉藤組／斉藤工業㈲／佐々木恵美／佐々木工業㈱／㈲ササキ電気工事／佐々木道宏／三段峡漁業（協）／三段峡交通
㈱／㈱三段峡の宿／（財）柴木会／㈲シマカワ／（福） 親心会／㈲真盛組／㈲新和ゴム／㈱杉原土建／㈲西部パブリック／㈲そうえいストアー／㈱創造団／大宝建設㈱／㈱竹下建設
／筒賀建設㈱／㈱ティー・トップ・ライズ／㈲長尾自動車／㈱中前／温井スプリングス㈱／塗たたみ店／㈱百姓屋／広島銀行 加計支店／（一社） 広島県作業療法士会／広島市農業
（協）加計支店／広島市農業（協）戸河内支店／（一財）松原自治会／㈲マルサヤ／丸山工業㈲／㈱三河建設／㈱三國屋／㈲村竹鉄工／㈱momiji ss／㈱安村屋商店／山縣建設㈱／
山県自動車整備協業組合／㈱山県葬儀社／山県地区生コンクリート（協）／（医）社団 やまを会／㈱ヨシムラ／㈲吉村石材店／㈱Ready Lyn／【安古市支部】㈱アースグリーン／アー
トホームズ㈱／アイ・アンド・オー㈱／㈱アイジイエル／（医）社団 アイジイエル医療会／ＩＧＬ学園 福祉会／㈲アイティーオー／㈲アイリス／アオイ化学工業㈱／アオイコーポレー
ション㈱／アオイテクノサービス㈱／㈲アキズキ／㈲アキボーリング／安芸保温㈲／安佐運送㈱／安佐トラック協同組合／㈱アサヒ家具サロン／アサヒ建設㈲／安佐南産業㈱／安
佐南清掃㈲／㈱アドグリーン／㈲アトラスヤマダ／㈲アミ／㈱アミューハウス／㈱アライド／㈱アルム／㈱イイマド／㈲池原工務店／㈱いしいやま／㈲イシダ／㈲いしだ衣料品店／㈲
石富工務店／㈲石富産業／㈱イトウハウジング／イトー石油㈱／㈲イナムラ／井上建設工業㈱／㈲井上工業／井上土地家屋調査士事務所／㈲イワモトキカイサービス／インター
シール工業㈱／㈱インテリアヒロ／㈲上杉工務店／㈲上田書店／㈲植野左官工業／㈲ウェルド中国／㈱エーデルワイス／エクセルホーム㈲／㈲エコ・プランニング／SAプランニング
㈱／㈲エス・デイ・アイ／（医）社団 エス・ディー平田内科／㈱エヌ・アールコーポレーション／エヌエス調査㈱／㈱エヌ・エフサービス／エヌエル産業㈱／㈱Ｎ・リリーフ／（合）エヌワイ
エム／㈱エフテック／MS会計㈱／（医）社団 円林歯科医院／㈱オウエン／嚶鳴ベーカリー㈱／太田川工業㈱／㈲大朋／㈲大町イーストプラン／㈱オカダ車輌／㈲岡野／㈲岡野運送
／㈲岡野墓碑／㈲岡原緑化産業／㈲岡本設備／㈲岡山工建／㈱オキタ土地開発／㈲オキニシ工業／㈲オチアイ空調／落田タタミ工業㈱／㈲小野造園／㈲オバラ電機／㈲オリジナ
ルワーク／㈱カーバンクニムラ／㈱ＫＡＫＥＲＵ／㈱カジカワ／㈱カジハラ／㈲カズ建築積算事務所／（特非） かぞくの家さくら／（医）社団 片山内科小児科医院／㈲加藤薬局／㈲カ
ドカ／㈲カネクト／兼澤工業㈱／㈲鎌田工事所／㈲かみ商事／㈲川内運送／河岡食品㈲／㈱北広板金工業／貴土建設㈲／㈱共栄／㈱京栄建設／㈱共栄フロアー／㈱協同調査／
（宗）教徳寺／共和商事㈱／㈱キョーワ産業／㈲清永吹付工業／㈱楠木工業／㈲国本刃物／グランシャリオ／㈱グランド ホームズ／クリーニングショップ・タケダ／㈱グリーンボーイ
サービス／㈲Ｇｒｅａｔ ＤａｉＬｅｅ／㈱クレスト／㈲クローバー理美容室／㈲黒瀬カラーリング工業／㈲ケイエムエー／（医）恵風会／㈱ＫＥＮ・コーポレーション／㈱興亜不動産研
究所／㈱廣栄／㈲高香産業／㈲ゴウケン／㈲工匠／河内産業㈱／㈱功倍貿易／（宗）光明寺／㈲河本タイル／㈱コーヨー／吾興㈱／㈱木場電工／㈲小山木型製作所／㈱サーブ／㈲
サーモンフーズ／㈲坂井電気工事／サテス機械㈲／㈲佐東開発／㈲佐藤商工／㈱サルート／㈱サルート グループホームとまとあきやぐち／㈱サルート グループホームとまとおおま
ち／㈱サルート グループホームとまとだんばら／㈱サルート デイサービスセンターとまとふるいち／山陰合同銀行㈱祇園新道支店／㈱三祐商事／㈱シーフォークリエイツ／㈲J．Ｓ
交通／㈱Ｊネットレンタカー中国／㈲シゲマ／㈲繁本組／（福） 慈光会 上安慈光園／（福） 慈光会 慈光園／（福） 慈光会 東原慈光園／島資材㈲／島根電工㈱広島支店／シミズ設備
工業㈲／（宗）正伝寺／㈲将福／㈲シンケン／㈲新工業／シンシア不動産㈱／㈱シンヒロ／㈲真和技研／㈱シンワダクト／㈱角工務店／㈲清木畳装飾／㈲セイコ工業／誠和電機㈱／
瀬川工業㈱／（宗）善教寺／㈲総合企画ウエノ／曽我瓦工業㈱／㈱そば庄出雲／㈱第一総合エンジニア／㈲タイカツ／㈱大創建設／太平土木㈱／㈲タイヤプラザ／㈱田尾設備／㈲
高木板金工業／㈲高山工業／㈲タカヤマ自動車／㈲竹口自動車／㈲タケヤ産業／㈲ダスキン日章／立川建設㈲／㈲辰本実業／㈱田中工業／タナベ工業㈱／㈲谷口建材／㈱ダブ
ルナイン／中工㈱／㈱中国大家事務所／中国高速運輸㈲／㈲中国新聞 安中央販売所／㈲中国新聞 安南販売所／㈱中国ネット／㈲中国フック／中和建設工業㈱／（資）チヨダ石油
／㈲ツーワンエンジニアリング／㈲塚村美術／㈲塚本工業／㈲ツガワ／㈲綱場建設／㈲坪井抜型／㈲ティア広島／㈱テラダ／㈲テリトリー開発／天光木材産業㈱／㈱典礼社／㈲
ドゥー／㈲東成産業／東洋システムサービス㈱／東洋フォークリフト㈲／㈲東和商事／㈱土岐工務店／㈱杜師／櫟岡電気工事㈱／㈲永尾ボーリング／㈲ナカタ自動車／中谷物産㈱
／㈱ナカトミ／（税） 中野会計事務所／㈲中野会計センター／ナカハマホーム㈱／㈲中村化学広島／㈱ナガヤハウジング／㈲なつや／なでしこcab㈲／㈱ナビックスロードサイン／㈲
肉のマツバラ／㈲ニシオ／㈲ニシオカ／㈲西村自動車／西本化成㈱／㈲西本組／㈱ニッタン／㈱ニトロ／日本基準寝具㈱／㈱ニムラ／二村自動車㈱／ニムラホーム㈱／ニムラモー
ターランド㈱／ネイチャーエンジン㈱／㈲猫島自動車／猫本商事㈱／猫本タタミ工業㈱／㈲野地興産／㈲パートナー／ハイライフ印刷㈱／㈲ハウジングしなむら／橋本建設㈱／橋
本ホーム㈱／長谷川地研㈲／㈱八紘／㈲原産業／原田興産㈱／㈱バルコム／㈱バルコムエミュー／㈱バルコムカーズ／㈲バルコムソリューションズ／㈱バルコムロジプラン／㈲パ
レット中国／万里社㈱／樋口工業㈱／㈱ピュアリー／ヒロコン㈱／広島医療生活（協）／広島きれい㈱／広島銀行 古市支店／広島銀行 安支店／広島クライスラー㈱／広島高速交通
㈱／広島資源㈲／広島市信用組合 安支店／広島市農業（協）安支店／広島商銀 古市支店／広島信用金庫 古市支店／広島信用金庫 安支店／㈱広島設備開発／広島仏壇匠会／㈱
広島保険サービス／㈱宏眞／㈱広の島／広発工業㈱／㈲ファビス／㈱フィールドハウス／㈱フイル エ クチーレ／㈲フェリーチェ／㈱フォーブル／㈱福正建設／福美建設㈱／フジム
ラ工務店㈲／（医）ふじわら歯科医院／㈲フラットコム／㈱プレコ／㈱FLＥX＆CO.／㈱プローバ／プロテック／㈲ヘアメイクサロン遊楽／平和印刷㈱広島営業所／平和不動産販売
㈱／㈲報孝産業／（学）ほうりん学園 沼田幼稚園／（学）ほうりん学園 東野幼稚園／（学）ほうりん学園 安幼稚園／㈲ホームサービス植木／㈱ホクエイ／ホクエイ設備工業㈱／ほっか
ほっか亭 古市橋駅前店／(株)マイニング／㈲マエサコ／㈱マキハタ／㈲方基／㈱真末鉄工所／㈲松村／（責） マネジメント研究所／まるペットライフ㈱／㈲マルマチ硝子建材／まる
も㈱／㈲マンモト／㈲水谷商事／㈲光田工務店／港不動産㈱／宮川興業㈱／㈱宮川塗装／㈲ミヤコン／㈱宮崎産業／㈱宮本塗装コンサルタント／㈲明神企画／㈲むらおか／㈲村
上ビル／㈲村上林業／㈱村竹技術コンサルタント／（宗）明休寺／㈱もみじ銀行 古市支店／㈱もみじ銀行 安支店／㈲森下外装店／㈱森脇塗装／㈲靖栄産業／（学）安田学園／ヤナ
セ運輸㈱／㈲山一ビル商事／㈱ヤマエース産業／㈲山亀基礎／山口ケンパン㈲／やまぐち保険事務所／㈲山三工業／山田資産／ヤマヤス醤油醸造㈱／㈲友新住宅／㈱ゆめ空調
／美朱ドット／㈲陽弘商事／陽光商事㈱／㈲吉田仏壇金具製作所／㈱ラ・アンジェ／㈱ラブゴルフクラブ／㈲リーガオホーム／㈲リードコンサルタント／㈲リフォーム館／リベルテ
㈱／㈱緑島／㈱ルームプラス／㈲レモラ／㈲恋歌屋／㈲ワイアイ通商／㈲わかさ酒店／㈲渡設備／㈲ワン工社／【安佐支部】㈲アートスペースヒラノ／㈱ryu.m建装／（福）ＩＧＬ学園
福祉会 グループホームゆうゆう／（福） ＩＧＬ学園福祉会 第二ナーシングホームゆうゆう／（福）ＩＧＬ学園福祉会 ナーシングホームゆうゆう／（福） あさ／安佐印刷㈲／（学）安佐学
園 あさひが丘幼稚園／㈱安佐機工／㈲アサ産業／安佐住建㈱／安佐プラスチック工業㈲／安佐緑建㈲／㈱アステック／㈱安宅建設／淡野製作所㈲／安全久地タクシー㈲／㈲イ
ケモト／㈲石田鉄工所／㈲井手電気／㈱イトー／㈲今橋建具製作所／飯室産業㈲／イワモト／㈲ウィング／㈲上町商店／㈲ウタニ／㈱エムシス／㈱エンヴィジョン／㈲オオガキエン
ジニアリング／大田ゴム工業㈱／㈲大森自動車／㈲岡村鉄工所／㈱オガワ／㈲オダショウ／㈲織田プラスチック／㈲片山木材加工所／㈱カナチホーム／可部小野田レミコン㈱／カ
メダ塗工㈱／㈱木村瓦／㈱クリードホーム／㈲栗岡共栄薬局／㈲栗田／栗政電機産業㈱／クロダ加工㈲／（医）河野内科／㈲高良産業開発／㈲コーシンサプライ／小沢組／㈱こび
き／㈱コムズ／㈱コンフィア／㈱サイトウミクロ／㈱坂木商会総合自動車センター／㈲佐々木自動車工業所／㈲笹野石材工業所／㈱清／（農）三共グリーン／三協プラスチック工業
㈱／三和工業㈱／㈱ジール 安佐支店／㈱品川特殊製缶／下田自動車㈲／（医）秀陽会／（宗）称名寺／㈲白菊社／㈲信栄工業／㈱新生サッシ／㈱新中央交通／㈱鈴張建設／（福）鈴
張福祉会 鈴張保育園／㈲高木ダクト／㈱タケダ／武田工業㈱／田島運送㈲／㈲田辺建設／㈲玉井工業／中国施設工業㈱／（宗）長覚寺／㈱TSファシリティーズ／㈲ティエム／寺岡
石材工業㈱／㈱テラセキ／東邦工業㈱／東洋プラント工業㈱／㈱トップサービス／㈲中尾木材／㈲なかたストアー／なかみつ住宅設備㈲／㈲鳴本建設／㈲二井機工／㈲西川瓦店
／㈱西川ビックオーシャン／（宗）西正寺／㈲ニューウエルフェアー／㈱ハーブル／㈱ハーベスト／㈱柏松園／橋本塗装㈲／㈱長谷川機械／㈲花岡鉄工所／㈱早川鈑金工業／㈱原田
電業社／㈲ビーライフバングラ／東原産業㈱／㈲秀知産業／㈲平井石油店／広島安佐ゴルフクラブ／㈱広島クミアイ燃料／広島市農業（協）安佐支店／広島市農業（協）あさひが丘
支店／広島市農業（協）久地南支店／㈱広島製砥所／広島リース㈱／㈱フジイ／藤田工業／㈲藤吉建設工業／㈱プロテクノサポート／㈲増田機工／㈲松岡設備工業／㈲松下設備工
業／松田住建㈱／松原運送㈲／松山建設㈱／㈱マルシゲ／丸二製材㈱／㈲丸二緑地／㈲マルモト自動車／（宗）万福寺／㈱ミズト／㈱ミズト製作所／㈱三ツ平工業／㈲みなとテント
／㈲宮本木材／（宗）明法寺／㈱向井製作所／㈱ムラカワ／㈱メカトロ総合開発／㈱モルテン大分／㈱ヤマテック／㈱山根組／㈱宥免組／ユーメン醤油㈱／（宗）養専寺／㈲ライズ／
㈱ライフクリエート／㈱ランテック／鯉城サッシュ工業㈱／レーンマーク工業㈱／【可部支部】㈲愛／アヴォ㈲／㈲青葉食品／㈱秋月工業／ＡＸＩＡ／㈲アクティブ／安佐オート㈱／
㈲安佐環境／㈲安佐企業／㈲朝日給食／㈱アディヴ／㈱アトラクト／㈲アフタ・アドヴァンス／㈱アラウンド／Aｒaｔa㈱／㈲イー・ティ・エス・ササキ／㈱いこい／イチカワプラスチッ
ク㈱／㈱一膳／㈲伊藤木工／㈲今田機工／㈲イマダハウス工業／㈱入江呉服店／岩井内装／㈱上田工業／㈲栄光工芸／㈱エー・エス・エー／エコテックス(株）／㈱STカンパニー／
㈲エステック／㈱エヌ工房／㈲エヌ ワイ テクノ／㈱エムアイジー／㈱エムテック／㈱エリテック／㈱Ｌ,crew／㈲大下工芸／㈲大下産業／㈲大野建材／大林住設建材㈲／大林製材㈱
／岡藤機工㈲／㈲沖野商会／㈱落合製作所／㈱オフィス・アリア／㈱オフィスコーポレーション／㈱カー・ドクターＴ３／㈲輝電設／㈲かざぐるま／㈲梶川鉄工所／㈱勝木／㈱金本
商会／㈱可部街道不動産／（学）可部学園 可部幼稚園／可部ガス販売㈱／㈲可部河内建材／㈱可部自動車学校／㈲可部自動車センター／可部ふたば幼稚園／㈲可部不動産商事／
可部プラネットサービス㈱／可部縫製㈲／可部遊技業（協）／㈲上中工務所／㈲かめふじ／㈲川崎商店／川崎設備／カワシマ興産㈱／（学）河原学園 南原幼稚園／観行住建㈲／（宗）
願船坊／岸副石油㈱／㈲岸本牛乳 山本販売所／北広島トーヨー住器㈱／（医）吉川医院／㈲吉川建具店／㈱木村砕石／㈲共栄／㈲協栄太田石材加工／㈲共和／協和鉱業㈱／旭
鳳酒造㈱／㈱キングスエンタープライズ／串井木材㈱／串井ランバー㈱／㈱久野保険事務所／㈲久保工房／熊野商事㈲／㈱グリーンエンジニア／黒田タクシー㈱／（医）社団 恵正
会／（医）社団 敬正会 白石眼科医院／㈲ケンソー／㈲建人／光華プラスチック工業㈱／㈱こうこく／河内石油㈱／㈱河野／㈲広陽板金／㈲光琳館／㈱コセ／㈱児玉電工／㈲小林
不動産／㈲サイキ産業／境谷工業㈱／㈲境谷商店／㈲坂原建設／坂本土木㈱／㈱サクシード／㈲迫田工務店／㈱迫広砕石／㈲三栄資材／㈱三協ゴム／山陽運輸㈱／㈱山陽レック
／㈱シティワーク／㈱シトロン／㈲品川工業／㈱ジャパンエコサービス／㈲寿広山崎／勝永建設㈱／庄野塗装店／㈲昭和屋／白石酒造㈱／（医）仁医会 井口医院／（特非） 進学支
援ネットワーク広島北／㈲シンカワジュエリー／（医）社団 仁和会／進和建工㈱／端光商事㈱メディカルアイ／㈱末岡工業／鈴張運送㈱／㈲住田工業／（宗）誓立寺／㈱石豊／Zen  
Style㈱／（宗）専隆寺／㈱相互建物／第一コンテク㈱／㈱第一総合建設／泰海運輸工業㈱／太閤テックス㈱／㈲ダイショウ／タイトウ工業㈱／大宝医科工業㈱／㈱ダイヤス食品／
㈱大和興産／大和重工㈱／㈱大和スペース設計事務所／㈱大和トラスト／㈱大和プランニング／（学）武田学園 広島文教女子大学／（医）竹田眼科医院／㈱竹野下組／㈱竹藤ダクト
工業／㈲タケマサ／龍花学園 みいり幼稚園／谷口興業㈱／㈲谷商／㈱タマル自動車／㈲チクラ／（特非） チャレンジド元気／中央商工㈱／㈲中国新聞 可部北販売所／㈲中国新聞 
可部中央販売所／㈲中国新聞 可部南販売所／㈱中国デンタルサービス／（宗）超円寺／㈲司興業／㈲つかさランドリー／㈲つるかめ屋／ＴＧＭサービス／TEKDO㈱／㈲テクノス
タッフ／トイフィールド（協）／東亜建興㈱／㈲東邦産業社／（宗）徳行寺／㈱友鉄エナジー／友鉄工業㈱／㈱友鉄マシン／㈱友鉄ランド／㈱トラスト／中岡工建／㈲中島工機／㈲中
寿商会／中杉啓子／㈲中谷建設／㈲中友建設／㈲中道自動車／中村砕石㈱／中本建設工業㈱／㈱中本保険事務所／㈲二井谷呉服店／㈱西日本テック／西本金物㈱／（学）虹山学
園 虹山幼稚園／西山石材㈱／㈲日恵商事／㈱日本エコシステム／沼田建設㈱／㈲沼田商店／㈲野村自動車／㈱ノムラストアー／㈱ハーレーパーツあるじゃん／㈲ハウジングセン
ター／はおい工業㈱／㈲ハシモトサービス／㈱バスストップ／畑野洋一郎税理士事務所／㈲葉畑瓦商会／㈲ハルリゾート／（宗）東善坊／㈲ひかり建装／㈱ビクト／ビティー厨房サー
ビス／ビティー広島／㈱ヒラノアルミ工業／㈱ヒロキタ／広島ガス可部販売㈱／㈱広島北会計センター／広島北ビール㈱／広島銀行 可部支店／㈲広島経営管理センター／広島県
板金工業組合／広島市信用組合 可部支店／広島市森林組合／広島市農業（協）可部支店／広島市農業（協）亀山支店／広島市農業（協）三入支店／広島重電サービス㈱／広島信用金
庫 可部北支店／広島信用金庫 可部支店／㈱広島総合開発／㈲広島北部トラック給油所／㈱広島山大／（宗）福王寺／㈱フクマル／藤川アルミ㈱／㈲フジ技建／藤産業㈱／富士車
体㈱／㈲藤秀建設／（学）藤本学園 河戸こども園／㈱府中テンパール／㈲フドウ工業／㈱船本工業所／㈲フナヤマ商会／㈱プラス・エス／㈲プラス技研／㈱フラップリゾート／㈱フ
ルーツのしまだ／㈱プログレスコーポレーション／㈱冒険王／㈲ホームクリーン／㈱ホーム道路／㈲ホームドライアサヒ／㈲北部産廃／㈲北起興産／㈱ホリオカ／（宗）品窮寺／㈱マ
インズインターナショナル／㈱まごころサポート／㈱増田工務店／㈱ＭＡＳＭＯ／（福） まちや会／松尾ゴム㈱／㈱マツモト／（医）社団 松本歯科医院／㈱マテリアルサービス／㈲マ
ル井商事／㈱丸伸／丸伸企業㈱／㈱ミシロ／㈱ミツヤ広島工場／㈱三矢コーポレーション／㈱宮谷精工／㈱ＭＹＲＩＺ／㈲ミリオンオート広島／㈲村竹工業／㈲明雄機工／㈲メ
ディカルアイ／㈱メディカルケア／㈱メディカルサービス広島／㈱持田組／㈲持田地所／㈱もみじ銀行 可部北出張所／㈱もみじ銀行 可部支店／㈲もりもと／㈱矢後自動車整備工
場／八千代工業㈱／山岡歯科医院／㈱山口興業／㈲山田エッグファーム／山中事務所／ヤマモト美創㈲／㈱ゆたか／㈲吉岡鉄工所／㈲ヨシダ／㈱リープ／リペイントヒラタ／㈱リュ
ウケン／㈲良興／㈱リンケージ／【祇園支部】アース環境サービス㈱広島支店／㈱アイエスト／㈲愛車堂／㈲アキ工業／㈲秋本保工務店／㈱篤創庭舎／㈱荒木産業／飯束㈱／㈲イ
ガワ／㈱井川設備／㈱イケマル／㈲イシイ設計／（学）石田学園 広島経済大学／井辻食産㈱／伊藤印刷㈱／㈲いとう動物病院／㈲伊藤不動産／糸永鉄工㈱／㈱稲田／㈱上田電工
／㈱ＶＡＵＧ／㈱wall／㈲エア・サプライ広島／（合）A・K工房／栄昇工業／（学）AICJ 鴎州学園／㈱ＥＧＺ／㈱エスエス／㈲エス.ケー製作所／㈱ＭＳ／㈲エム・ティー・オー／大下産
業㈱／大地管財㈲／㈱大野鋼材／㈱オカモト／㈲沖マンション／㈲オニオズ／㈱オバラボード／㈱香川自動車／㈱亀井製作所／㈲亀・山・緑・園／㈲カワブ管財／㈲川本／㈱川本製
作所／祇園交通㈱／祇園町商工会／祇園電工㈱／祇園山崎ガス㈱／㈲きりい／栗田電気工業㈱／㈱クローバー建創／㈱ケイテン／㈲ケイ・ユー／Gateway Insurance㈱／㈲耕栄
産業／㈲公宝建設／㈲工房バルール／光立機工㈱／㈱紅菱住建／㈲コーポ木下／㈲コーポシバタ／コームサービス／小島紙器工業㈱／小僧建設㈱／小僧不動産㈱／㈱KODAMA
／小林商事㈲／紺谷興産㈲／財務サービス㈲／㈲サカコーポレーション／（合）サクセス／㈱佐々木工業／㈱佐々木銘木店／㈲サナイ緑化園／佐野電機㈱／三協興業㈱／㈱三建／
サンコウトラベル㈱／㈱サンセルモ玉泉院 長束会館／三相建設／三洋企業㈱／山陽ネオン㈱／㈲三和／㈲三和ユニーク／シグマ工業㈱／ジツリ㈱／㈲下野商店／㈱城北タクシー

／㈱ショウリョク機工／シルフィード㈲／志和電工㈱／㈲新栄倉庫／㈱信貴／（福） 信々会／㈱新谷／進藤建設㈱／進藤建設㈱／㈱スエノブ／ステック㈱／㈱スペーストライ／㈲須
山工業／㈱Seiwa／セキュリティ電工㈱／㈲セクトコンサルタント／㈲瀬戸内建設工業／㈲セフィアコーポレーション／園田商事㈲／㈱ＳＯＲＩ／第一エンジニアリング㈱／第一製
本印刷㈱／第一設計㈱／㈱大喜／大気テクノ㈱／㈱Taisei／㈲高田セメント製品工業所／竹板宏樹／㈲竹永建材店／㈱田島商店／㈲タナカシステム／㈲中国空調工業／㈱中国シ
イ・エス・ケー／㈲中国新聞 山本販売所／㈲司保温工業所／㈲ツキシマ企画／㈱ティーエス・ハマモト／（合）ディサービスDoたなか／㈲テクノコーキ／㈱寺本廣吉商店／㈲デンキの
ナカムラヤ／東亜商事㈱／堂本産工㈲／㈲戸川組／ときわ電設工業㈱／㈱トス／㈲トモエ／㈲巴紙工 住吉事務所／㈲中川ニス加工社／（宗）長束神社／㈱中西商店／㈲なかはら基
構／中元建材工業㈱／㈱ナチュラブ 広島営業所／西川物産㈱／㈲西日本商工／㈱西日本メディカル／西広島いすずサービス㈱／西本住設／㈲日栄／㈱日交道路／㈱日昌クリエイ
ト／㈱日進タクシー／㈲沼田電工／㈱野村／㈲野村組／㈲橋本奉仕堂／浜田木工㈲／㈲林薬局／㈱原田建工／㈱ＨＡＬムスイ／㈱バンブーハウス／㈲ビーエム／㈱ピー・エル・エム
／㈱美誠／㈲広島ウィンドー／広島銀行 祇園支店／広島銀行 山本支店／広島サンミラー販売㈱／広島市信用組合 長束支店／広島自動ドア販売㈱／広島信用金庫 祇園支店／広
島信用金庫 中筋出張所／広島信用金庫 長束支店／広島綜警サービス㈱／広島綜合警備保障㈱／広島日本電池販売㈱／㈱広島ブロック工業／（学）広島文化学園／㈲広島ベーカ
リー／㈱広島メディカルサービス／広島モータリゼーション㈱／広島螺旋㈱／㈱fukahori／㈲福本ビル／㈲藤川木工製作所／㈲フジ電設工業／㈲藤乃屋酒舗／㈱フジライト／古
田鉄工㈲／㈱プレミア・リング／平成生コン㈱／㈲本多塗装／㈲舞詩夢／前川印刷㈱／㈲前田管工／前田自動車㈱／ますだ自動車販売㈱／㈲マテリアル広島／㈲マネージメントプ
ロモート／㈱茉也／マルサン運輸㈱／㈱丸昇住建／㈱丸和／㈲三木ガラス／㈲三田製麺所／三葉塗装㈲／㈱峯土地／㈲宮川ガラス店／㈱宮下電工／㈱宮下電工／㈱明光電設／
（宗）明福寺／（医）メディカルパーク／毛利アークハード㈱／㈱もみじ銀行 祇園支店／㈱もみじ銀行 祇園中央支店／㈲森川電工／森下商事㈲／㈱モンテドール／㈱ヤスケン産業／
ヤマエ久野㈱広島支店／㈱山貴／山口銀行 祇園支店／（医）社団 山下会／ヤマダ工業㈲／㈱ヤマダ製作所／㈱大和屋／山本牧場㈲／㈱山本電設／㈲山本鈑金製作所／㈱優和／
ヨーガハウス㈱／㈱吉田／吉田工業㈱／㈲ヨシヒロホーム 長束出張所／㈲よたぶん／㈲余多分石材商／㈲ライズ／㈱ライフサポート広島／㈲鯉城カーボン社／㈲ワコウ商会／ワ
タナベ鋼建㈱／【高陽支部】㈲アイエス開発／㈱アイオライト／㈱アイ・テック／アイネットミツイ(有)／㈲アイ・ピー・エム／㈱安芸技研工業／㈲安佐商運／安佐商工㈱／㈲朝原建設
工業／アスピー㈱／㈱ＡＳＯＶＩＶＡ／アドヴァンス工業㈱／（医）社団 あと会／Atria ciffon cake／アナナス紀元㈱／㈲アピス祐実祐実／アフラック募集代理店 小川みつ江／アフ
ラック募集代理店 佐藤翠子／アフラック募集代理店 新川一良／㈲アミコーポレーション／㈱アローテック／㈲アンベルス トレイデイング／㈱アンリツ広島住器／㈱イーアールイー
／イーエヌコントロール㈱／㈱イーシーセルビス／五十嵐勝彦　(アフラック)／㈲石本石材店／㈲いずみや興産／㈲一心会／（医）社団 いでした内科・神経内科クリニック／㈲伊藤塗
装／㈱IVANKA／（弁）イマジン今枝仁法律事務所 安佐北支店／㈲インテリア家具秋末／インテリア丸装㈱／㈲ウィズエンタープライズ／（医）社団 うすい会／㈲栄美建装／㈱
AGS広島／㈲エスピーレボ／㈱エヌアールピージャパン／㈱エフ エム エス／㈲エムアンドケー／㈱MSCモリモト／㈱MMM／㈲エム・エム ヒラタ／㈲エムケーホーム／O.E.C／㈱
オークリー／㈱ＯＫＧ／㈱オーシャンズ／㈲オーディエムカンダ／㈲オカダ工務店／㈲オカムラ製作所／（農法）小河原養鶏組合／㈱沖和建設／㈱オクノ工業／㈲小田動物病院／㈲
越智建設／㈲折口塗装／香川商会／㈱カサノ工業／㈱カジヤマ／（医）社団  加藤会／金光興産㈲／㈱亀井組／カラモニーミツイ㈲／㈲かるが自動車／㈲カワカミ精工／㈲川原刃
物機工／㈲カンザカ／カンセイ／㈲キクプランドゥー／㈲技高社／㈲キッド／㈲キャリア／㈲協栄製作所／（宗）教円寺／（宗）教蓮寺／㈲清重商事／㈲口田調剤薬局／久保家具装飾
㈱／㈲久保ガス圧接／㈱クラフト／㈲グリーンエンジニアリング／グリーンオアシス㈲／グリーンライフ損保㈱／㈲クリスタル／クローバー／㈱ケイエス企画／芸信建設㈱／㈲芸備
商事／㈲Ｋ・Ｆ・Ｃ／㈲げんき会／㈱研創／㈱研創エンタープライズ／㈲Ｋｅｎ電気／㈲コア企画／㈲鋼建工業／広伸運輸㈱／㈱広成／合同事務所 安芸法測／㈱高陽ゴルフセン
ター／㈱高陽自動車学校／㈱高陽ドルフィン／㈱高陽物流／㈲光陽ボイラサービス／㈲広菱冷熱／㈱コズミック／コスモエンジニアリング㈱／こすも土地家屋調査士法人／㈱コダ
マサイエンス 広島営業所／㈲小林鉄工所／小夫家㈲／コンクリートコーリング㈱／㈲サイトウ／㈱栄建築事務所／㈲佐川工業／㈲佐々木運送／㈱サポートアイ／㈲サワニシ／㈲さ
わやか工務店／㈲山英電子工業／㈱三幸産業／㈲サンシ会／㈱サンネットワーク／㈱サン・プランニング／㈲山陽商事／㈱サンヨー／サンライズ運輸㈱／㈲Ｃ＆Ｃ安田／㈱ジェイ・ス
マイル／㈲ジェネックス／㈲シストコーポレーション／㈱旬彩館／㈲ジュンサプライ／尚魅建設／㈲白砂美装／（医）社団 白百合会／㈲真愛／晋てつ工業㈱／㈱新陽建設／㈲真和興
業／㈲新和興産／㈲須賀解体／㈲隅田商事／㈱SSSサポート／（学）清風学園 はすが丘幼稚園／㈲セイワ冷熱／㈱セフィロト／セブンイレブン 広島白木町店／㈱セブンティエイト
／㈱センゴク木材／（学）善徳学園 善徳寺幼稚園／創ダイニング㈲／㈱曾根川施工／㈲ターク／㈱代官山イヴァンカ／㈱大心／㈲ダイテック／大東都市設計㈱／太邦㈱／㈲タイ
ヨー樹脂／㈱タケオカ／㈱竹田敬奏建築／㈱田中工務店／㈱タナカ住建／谷口製作所／ダン環境設備㈱／㈲中国エアネット／㈲中国新聞 高陽北販売所／㈲中国新聞 高陽中央販
売所／㈲中国新聞 高陽南販売所／中国電装機材㈱／㈲長泉地／㈲ツインオート／㈲ティーアールエスシステム／㈱ティーエムオート／㈱テクノ／寺下工業㈱／㈲デルタフーズ／㈱
トーヨープロト／㈱トキワ／徳川ポンプ工業㈲／トチムラ自動車／㈲巴組／㈱トラスティサポート／㈱トラスト／㈱トラストエキスプレス／トリノメ建築設計／㈲中島工業／㈲中野大
三石材／㈱中美／（医）中村耳鼻咽喉科医院／㈲中村商事／㈱中山工業／㈱那須工務店／㈱西川之企業／㈲ニシノ／ニシプロ工業㈱／㈲西村製作所／㈱日設工業／㈲仁宮建材店
／㈲ネストイン／㈱バイストン・ウェル／㈲林設備工業／㈲パワーテック／㈱ＢＩＭ／㈲ビーエスサイクル／Be the light㈱／㈱ビーンズ広島／聖防水／㈲美装工芸／㈱ＢＩＧ ＳＥＴ／
㈲平田通商／平野組／㈲平松／㈱ヒロキュウ／広島うどん じん／㈱広島ガス圧接／広島急送㈱／広島緊急水道／広島銀行 高陽支店／広島銀行 高陽南支店／広島市農業（協）小
河原支店／広島市農業（協）落合支店／広島市農業（協）口田支店／広島市農業（協）深川支店／広島信用金庫 高陽支店／広島信用金庫 高陽ニュータウン出張所／㈲広島テクニカル
システム／広島日本電子工業㈱／㈲広島引越サービス／㈲廣田工業／㈲フィンフ／フォレスト 林邦博／深川生産森林組合／フジグラン 高陽店／(株)藤田エンジニアリング／㈲藤田
電設／㈱藤原／㈱プラコム 広島支店／㈲フリーク／㈱フリーダム／㈱BLUE SPRING／㈱ブルーズヘアー／㈱フレッシュフーズ／防蟻 ＷＡＫＡＮＯ㈲／㈲星野組／㈱前田アルミ建
窓／マエダ化成工業㈱／㈲マザーメイドランチ／㈲マスキング工業／㈱マツコウ／㈱マツコウハウス／㈲松村製作所／㈲マリモ写真工芸社／㈱まる賢／㈱マルコシ／㈱マルミ／㈲丸
山電業／㈲ミカサ工業／㈲ミコウ／㈱ミズウェル／㈱水口組／㈱ミツイ塗料／南内装表具店㈲／㈲ミハラ建具店／㈲宮田スチール工業／㈲向井空調サービス／㈲ムタ／㈲ムラソウ
／㈱もみじ銀行 高陽支店／㈱もみじ銀行 高陽ニュータウン出張所／㈲森國商会／守下電工㈱／㈲森原自動車商会／もりもと建窓／㈲野球鳥／㈲やぐちタクシー／㈲ヤスラ板金塗
装／㈲山直／㈲山二管工設備／㈱ヤマネ／㈱ユーエムエス／㈱横山製作所／吉井建設㈱／㈲吉輝／㈲米澤不動産／㈱米澤本店／㈱ライトグリーン／㈱利上／㈲鯉城ネット／リトル
マーメイド オオセド／㈲リフレッシュセンター／（医）社団 緑雨会／㈲ロイヤルジャパン／㈲ワイズ工業／㈱和田建設工業／㈲わたりだこ／【佐東支部】（同）アーク広島／㈱アイエス
／アイエム㈱／㈱アイコム／㈲ＡＳＡ.Ａ.Ｈ／㈲浅野／㈲アシスト／㈱アドバン／㈱井谷種苗園／㈱イチエＨＯＵＳＥ／㈲一心商事／㈱ウエスギ建築／（税）上原会計／Ｓ.Ｈ.Ｋ㈱／㈲
エスエスシール／㈱エヌエー／㈲エヌエー企画／㈲エフオー技建／㈱エルカエル／㈱エルグ／㈱オオノエンジニアリング／大平商事㈱／㈱オガワ設計技術／㈲オキタコーポ／薫建設
工業㈱／㈲金尾／㈲カネイチ／川井建設㈱／岸本電工㈱／㈱ギフトサカイ／㈱熊本造園デザイン／㈲クモズ自動車／㈲グランディール／グリーンウェル㈱／㈲グリーンキャド／グ
リーンコープ（生協）ひろしま／㈲クリエイト・エム／（医）恵愛会／㈱ケイ・エス企画／芸美運送㈱／㈱芸備不動産／㈱芸北造園土木／㈲健和興業／㈱広松／㈲光真／交通企画㈱／
㈲広陽運送店／光陽興産㈲／㈲サカイ建設／㈱笹岡／㈲佐藤塗装工業／㈱サニーテック／㈱サニクリーン中国 広島北支店／㈲サンエム／㈲サンキュー／㈱サンテクノス／サン電
機㈱／サン電通㈱／㈱サンパティーク／㈲サンプラン／山陽開発㈱／三和電業㈲／㈲ジィーエム／㈱ジーバーソン／㈱ＪＳＡコンサルタント／シバタ工業㈱／㈲シュウコウ／㈲常通／
㈱城南交通／㈲城南商会／㈱上楽／（宗）浄楽寺／㈲新庄電工／㈱新生サービスセンター／眞生ホーム㈱／㈱眞電／㈲新広島塗研／㈱シンモト自動車／㈱シンモト農園／㈱酔心 流
川店／㈱酔心 毘沙門店／㈲砂田建装／㈲青幻／㈱せせらぎ／㈲セレブイン／（宗）専蔵坊／曽里舗装㈱／㈲第一急送／第一車輌㈱／㈲タイプ・ツー／太陽石油㈱中国支店／㈱大和
エンジニヤリング／㈲タカサキ／㈲高津屋／高野運送㈲／㈲田川商店／㈱タクモ／㈲タッケン／㈲立道石材工業／㈲タマイ・ツール／㈲タマダ／㈲タメヒロ興産／㈱チウラ／㈲中国
新聞 古市東販売所／㈲中国新聞 緑井販売所／㈲中国新聞 八木販売所／㈱佃ポンプ店／㈲ツネモト／㈲椿原産業／㈱テイエイエス／㈱テイケイスタイル／㈱テイケイ西日本 北部
支社／㈱天満屋 広島緑井店／土井建設㈲／㈲東亜自動車／㈲トーイン物流サービス／㈱ト－タルネット／中尾工業㈲／中道酒造㈱／㈱ナカムラ／中山マシン㈱／㈲ナナオ産業／
西日本高速道路エンジニアリング中国㈱広島支店／西日本高速道路パトロール中国㈱／西本建設㈱／日化ポリマー中国㈱／ニッコウ特販㈱／日光陸運㈱／㈱ＮＩＣＣＯ／㈲ニッ
コー興産／日進商事㈲／日本鉱泉㈱／日本サカス㈱／㈲二森産業／㈲ねずみや／㈱農協プロパンセンター／㈲畠岡商事／㈲原善／㈲バンセイ／㈱ピービー／㈲比嘉フロアー／毘沙
門通り商店街振興組合／㈱ビルクライム／㈱広島アグリシステム／㈲広島音楽センター／広島ガラス建材㈱／広島ガラス建材トーヨー住器㈱／広島銀行 緑井支店／広島県清涼飲
料工業（協）／広島市農業（協）川内支店／広島市農業（協）緑井支店／広島市農業（協）八木支店／広島信用金庫 緑井支店／広島信用金庫 八木支店／広島第一ブロック（協）／広島
漬物㈱／広島道路施設㈱／㈲広島ミドリスイミングクラブ／広発ブレイン㈱／㈱フォー・アンツ／㈱フォーション／フォーレック㈱／㈱プラスエス／プリオテクノ㈱／平安祭典 広島
北会館／㈱ホックミュージックグループ／㈲正木設備／㈲ますだ／㈲松岡不動産／㈱マックス／松実興業㈱／㈲丸幸物流／丸宏青果㈱／㈲ミカワタイヤサービス／㈲みどりい／㈱
緑井会計事務所／緑井まちづくり㈱／㈲ミヤタ／㈲宮原商店／㈱メイト／㈱モーデックスアルファ／㈱もみじ銀行 緑井支店／㈲森喜／㈱森下電設工業／森末辰彦税理士事務所／㈲
八木アルミ建材／八木興産㈱／八木地所㈱／㈲山口建築工房／㈲山政／㈱ユーアイ設計／㈲ユーアイテック／㈱横山住建／㈲ラームー／㈱ラバモント第二工場／㈲らんど工房／
（医）社団 緑青会／【沼田支部】㈲アイ・エンジ／アイトフース㈱／（特非） あおぞら子供神楽／㈱安芸グリーン企画／㈱アフィス／㈱アンフィニ 広島西風新都店／㈲石岡工業／石見
工業㈲／㈲ウエストヒルズ／㈱上万糧食製粉所／ＨＲＴ㈱／㈱エコデザイン工房／㈱ＮＳＢ／㈲大上家具工業／㈱オーディエム／㈲奥田工作所／㈱奥田鉄工所／㈱オメガ電工／㈱
がいこう屋／㈲珈々／加藤建築金物㈱／川中醤油㈱／㈱楠建／㈱ケーツーエス／（学）広陵学園 広陵高等学校／㈱ＧＯＫＥＮ／㈲コートダジュール／（医）社団 佐々木整形外科クリ
ニック／㈲サワ建具工芸／㈲サンキ工業／三建テック㈱／㈱サンテック／㈱三洋基礎／㈱山陽プラント／三和テクノス㈱／㈲ジール工業／㈱シバタ建築工房／㈲下田呉服店／（学）
修道学園 広島修道大学／翔インテリア㈱／㈱正堂／（医）信愛会／㈲新日本気球／㈲新友／（宗）専念寺／（同）田上組／㈲竹田モータース／㈲田中商店／㈱田村建設／㈲ツムギ工
務店／㈱ティーエム／㈱天王／堂本食品㈱／東洋リフト製造㈱／㈲冨田組／（福）伴福祉会 とも認定こども園／伴丸共木材㈲／中島産業㈱／㈱ナカモト／㈱西川製作所／西広島開
発㈱／㈱西本建設／㈲日同／沼田建材㈱／㈲沼田ゴルフセンター／㈱沼田総合印刷／沼田町商工会／（特非）沼田まちづくり協議会／パークフロント開発㈱／㈲濱本美塗工業／原
正産業㈲／㈲バラ電設／㈲平岡ファミリー／㈱ひろ建築オフィス／広島銀行 沼田支店／広島金属工業（協）／㈱広島ケロシンサービス／広島市農業（協）伴支店／広島市農業（協）戸
山支店／広島市北部造園（協）沼田営業所／広島信用金庫 沼田支店／広島スチール工業㈱／㈲広島テレシステム／㈱広島美建／㈲広島福祉機器／㈲ファミリーケア／㈱藤三／㈱藤
広農機／㈱不動研／㈱プラス・デコレー／㈱BESS廣岡／㈱部谷工務店／豊永設備工業㈱／㈱豊昇／（宗）法隆寺／㈲ホンダ工業／㈲松浦住宅／㈲丸福運送／㈲ミズノダクト／㈲宮
本プロパン／㈲ミユキメンテナンス／明和工業㈲／㈲メタルクラフト／㈲モトランド広島／㈱もみじ銀行 沼田支店／㈲森川石油店／㈲安中央タクシー／柳川建設㈱／山口園芸㈱／
㈱ゆうこう／㈱ゆうしん／㈱ゆうしん パークフロント薬局／㈲吉岡自動車／㈱LAUGHTER／レフティーネット志茂／㈲若元工業／【北広島町支部】㈲アイティーエヌ／㈲青木ケ原牧
場／安芸北森林組合 北広島支所／阿坂モータース㈱／あさみ工業㈱／㈲あすなろ／㈲有間工業／（宗）安養寺／㈱石川建設／㈲石原樹脂工業／（農）石本農場／㈲出上建設／㈲岩
野農機商会／㈱ウエダ／㈲上田産業／㈲宇川商店／（農）うづつき会／エコテクノ㈱／可愛川漁業（協）／㈱エムジー・カーズ千代田／（宗）圓立寺／大朝運送㈲／大朝建設㈱／㈲大朝
交通／オオアサ電子㈱／㈲大内林業／㈲大倉商会／㈲大阪屋／㈲大島商会／太田川森林組合 芸北支所／㈲オカダ／㈲岡野商店／岡本㈲／㈱オキタ／小田陸地造園㈲／小野酒造
㈱／㈲カーステーション織田／㈲カードック／㈱ガイアート 千代田合材工場／㈲笠道モータース／㈱カセイ／カトウ家具工芸㈲／㈱可部自動車学校 千代田交通安全センター／亀
井建設㈱／㈱刈尾営林社／㈲かわすみ／㈱きたひろ市場／北広島自動車整備（協）／（一社）北広島町観光協会／北広島町商工会／㈲北広島農産／（農）きつぎ／㈲木下鉄工所／㈲
キャビネット／（宗）教徳寺／㈲栗栖建設／桑本建材㈱／㈲桑本産業／芸美運送㈱／芸北工業㈱／㈲芸北中央石油／農事組合法人 芸北どか雪野菜クラブ／㈲芸北ドルチェ／㈱芸
北プラモーション／㈲芸北プロパン不二屋／㈱芸北モータース／㈲芸北ルーラル牧場／㈱郷田組／㈱郷田石油店／河野鉄工㈱／広浜㈱／㈱広浜モータース／㈲五反田ゴム工業／
小屋敷建設㈱／㈱斉藤商会／㈲佐々岡工務店／㈱サステック／㈲佐原工業／㈲サポート／㈱三建建設／㈲さんさん市／㈲三田造園／Sundo㈱／㈱ジール／清水運輸㈱／秀和㈲／
（宗）正圓寺／（宗）浄圓寺／㈱新谷組／杉本建設㈱／㈱ＳＵＭＩＤＡ／㈱スミヨシ／（医）社団 せがわ会／㈱ゼロワン／㈲総合企画コーポレーション／大広技研㈱／泰興商会㈱／㈲大
地／大和コンサル㈱北広島営業所／㈲高岡モータース／㈱高田建設／㈱タカノエンジニアリング／㈱竹下生コン／竹村石油㈱／㈱ダスキンプロト中四国／㈲田中石油／谷本総業㈱
／玉井秀昭／㈱チヨダインテリア／千代田運送㈱／千代田衛生興業㈲／千代田建設㈱／㈱千代田工務店／㈱チヨダコーポレション／㈲千代田住宅設備／ちよだタクシー㈱／㈲千
代田電機サービスセンター／㈱チヨダパック／㈱千代田ランド デオデオ千代田店／千代田林業㈱／㈲千代田レンタリース／㈲塚本組／帝旺グラビア印刷㈱／㈱トーチクイー／徳山
産業㈱／栃薮建設㈱／豊平建設㈱／㈱どんぐり村／㈱内藤建設／中川商会㈲／中建設㈱／㈲中越木材／㈲中佐屋／㈱ナカタニ／㈱中野石材／㈲Niimi／㈱西日本イノアック／㈱
ニッショウ／㈱ニューハウス／㈲沼工務店／ノース広島㈱／（農）萩原ハイランドファーム／橋本㈲／㈱ハタヤデザイン／㈱服部組／㈲ハナキ保険企画／㈱パブリック／㈲浜田屋／㈲
林風月堂／㈲ビーエム／㈲日高工務店／㈱平田組／ヒラト産業㈱大暮養魚場／㈱ヒロ／㈲ヒロキ建設工業／広島イーグル㈱／広島瓦斯販売㈱／㈲広島北会計センター／㈱広島北
ホテル／広島協同乳業㈱／広島銀行 千代田支店／（学）広島県新庄学園　／広島県中古自動車販売商工組合／広島市信用組合 大朝支店／広島市信用組合 千代田支店／広島市農
業（協）芸北支店／広島市農業（協）豊平支店／広島北部農業（協）千代田支店／㈱ヒロハイ／㈲藤浦建設／㈲藤原オートサービス／㈲双葉／㈲豊栄堂染工場／豊湯アルミニウム㈲／
ホープバス協同組合 たびーと／㈱ホッコー／㈲前原工業所／益水興産㈲／㈲マッハ／㈲溝田組／㈱みちづれ／㈲ミツワ調査設計／壬生交通㈱／（特非）壬生の花田植保存会／㈲三
山建設／㈱美和建設／メイト㈲／㈱もみじ銀行 千代田支店／㈱森山電工／㈲八重製材所／㈲八重タクシー／地縁団体 八幡振興会／山県東部生コン㈱／㈲山口印刷所／㈲山田石
油店／㈲雄和／吉坂福祉会 吉坂保育所／吉田建設㈱／吉本建設㈱／㈱米田自動車／ロビンベット㈱　

令和2年10月末日現在の全会員1,962社を支部別にアイウエオ順で記載しています。
※登録時の社名を記載しています。変更等がありましたら、事務局へご連絡願います。（38ページ参照）
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【安芸太田支部】あさやま工業㈱／㈱アステイ／（医）社団 市村歯科医院／㈱猪原商店／㈱植地組／㈲梅田瓦店／㈱梅田組／梅田林業／ＡＩＧ損保 大倉寿雄／㈱大江石油 戸河内イ
ンターSS／太田川上流漁業（協）／太田川森林組合／太田川森林組合 加計支店／お食事処安楽喜／㈱恐羅漢／㈲小田瓦産業／㈲加計印刷／㈲加計機工／加計交通㈱／㈲加計自
動車整備工場／加計ショッピング（協）／㈲加計ダイハツ／KAJIHARA ／㈱上殿建設／上本建設㈱／㈲川本組／㈱玉翠園／㈲栗栖材木店／㈲栗原林班／㈱クリンプロ／（福） 芸北
福祉会／㈱広成／廣濱建設㈱／㈱河本組／㈲コスモ企画／㈱斉藤組／斉藤工業㈲／佐々木恵美／佐々木工業㈱／㈲ササキ電気工事／佐々木道宏／三段峡漁業（協）／三段峡交通
㈱／㈱三段峡の宿／（財）柴木会／㈲シマカワ／（福） 親心会／㈲真盛組／㈲新和ゴム／㈱杉原土建／㈲西部パブリック／㈲そうえいストアー／㈱創造団／大宝建設㈱／㈱竹下建設
／筒賀建設㈱／㈱ティー・トップ・ライズ／㈲長尾自動車／㈱中前／温井スプリングス㈱／塗たたみ店／㈱百姓屋／広島銀行 加計支店／（一社） 広島県作業療法士会／広島市農業
（協）加計支店／広島市農業（協）戸河内支店／（一財）松原自治会／㈲マルサヤ／丸山工業㈲／㈱三河建設／㈱三國屋／㈲村竹鉄工／㈱momiji ss／㈱安村屋商店／山縣建設㈱／
山県自動車整備協業組合／㈱山県葬儀社／山県地区生コンクリート（協）／（医）社団 やまを会／㈱ヨシムラ／㈲吉村石材店／㈱Ready Lyn／【安古市支部】㈱アースグリーン／アー
トホームズ㈱／アイ・アンド・オー㈱／㈱アイジイエル／（医）社団 アイジイエル医療会／ＩＧＬ学園 福祉会／㈲アイティーオー／㈲アイリス／アオイ化学工業㈱／アオイコーポレー
ション㈱／アオイテクノサービス㈱／㈲アキズキ／㈲アキボーリング／安芸保温㈲／安佐運送㈱／安佐トラック協同組合／㈱アサヒ家具サロン／アサヒ建設㈲／安佐南産業㈱／安
佐南清掃㈲／㈱アドグリーン／㈲アトラスヤマダ／㈲アミ／㈱アミューハウス／㈱アライド／㈱アルム／㈱イイマド／㈲池原工務店／㈱いしいやま／㈲イシダ／㈲いしだ衣料品店／㈲
石富工務店／㈲石富産業／㈱イトウハウジング／イトー石油㈱／㈲イナムラ／井上建設工業㈱／㈲井上工業／井上土地家屋調査士事務所／㈲イワモトキカイサービス／インター
シール工業㈱／㈱インテリアヒロ／㈲上杉工務店／㈲上田書店／㈲植野左官工業／㈲ウェルド中国／㈱エーデルワイス／エクセルホーム㈲／㈲エコ・プランニング／SAプランニング
㈱／㈲エス・デイ・アイ／（医）社団 エス・ディー平田内科／㈱エヌ・アールコーポレーション／エヌエス調査㈱／㈱エヌ・エフサービス／エヌエル産業㈱／㈱Ｎ・リリーフ／（合）エヌワイ
エム／㈱エフテック／MS会計㈱／（医）社団 円林歯科医院／㈱オウエン／嚶鳴ベーカリー㈱／太田川工業㈱／㈲大朋／㈲大町イーストプラン／㈱オカダ車輌／㈲岡野／㈲岡野運送
／㈲岡野墓碑／㈲岡原緑化産業／㈲岡本設備／㈲岡山工建／㈱オキタ土地開発／㈲オキニシ工業／㈲オチアイ空調／落田タタミ工業㈱／㈲小野造園／㈲オバラ電機／㈲オリジナ
ルワーク／㈱カーバンクニムラ／㈱ＫＡＫＥＲＵ／㈱カジカワ／㈱カジハラ／㈲カズ建築積算事務所／（特非） かぞくの家さくら／（医）社団 片山内科小児科医院／㈲加藤薬局／㈲カ
ドカ／㈲カネクト／兼澤工業㈱／㈲鎌田工事所／㈲かみ商事／㈲川内運送／河岡食品㈲／㈱北広板金工業／貴土建設㈲／㈱共栄／㈱京栄建設／㈱共栄フロアー／㈱協同調査／
（宗）教徳寺／共和商事㈱／㈱キョーワ産業／㈲清永吹付工業／㈱楠木工業／㈲国本刃物／グランシャリオ／㈱グランド ホームズ／クリーニングショップ・タケダ／㈱グリーンボーイ
サービス／㈲Ｇｒｅａｔ ＤａｉＬｅｅ／㈱クレスト／㈲クローバー理美容室／㈲黒瀬カラーリング工業／㈲ケイエムエー／（医）恵風会／㈱ＫＥＮ・コーポレーション／㈱興亜不動産研
究所／㈱廣栄／㈲高香産業／㈲ゴウケン／㈲工匠／河内産業㈱／㈱功倍貿易／（宗）光明寺／㈲河本タイル／㈱コーヨー／吾興㈱／㈱木場電工／㈲小山木型製作所／㈱サーブ／㈲
サーモンフーズ／㈲坂井電気工事／サテス機械㈲／㈲佐東開発／㈲佐藤商工／㈱サルート／㈱サルート グループホームとまとあきやぐち／㈱サルート グループホームとまとおおま
ち／㈱サルート グループホームとまとだんばら／㈱サルート デイサービスセンターとまとふるいち／山陰合同銀行㈱祇園新道支店／㈱三祐商事／㈱シーフォークリエイツ／㈲J．Ｓ
交通／㈱Ｊネットレンタカー中国／㈲シゲマ／㈲繁本組／（福） 慈光会 上安慈光園／（福） 慈光会 慈光園／（福） 慈光会 東原慈光園／島資材㈲／島根電工㈱広島支店／シミズ設備
工業㈲／（宗）正伝寺／㈲将福／㈲シンケン／㈲新工業／シンシア不動産㈱／㈱シンヒロ／㈲真和技研／㈱シンワダクト／㈱角工務店／㈲清木畳装飾／㈲セイコ工業／誠和電機㈱／
瀬川工業㈱／（宗）善教寺／㈲総合企画ウエノ／曽我瓦工業㈱／㈱そば庄出雲／㈱第一総合エンジニア／㈲タイカツ／㈱大創建設／太平土木㈱／㈲タイヤプラザ／㈱田尾設備／㈲
高木板金工業／㈲高山工業／㈲タカヤマ自動車／㈲竹口自動車／㈲タケヤ産業／㈲ダスキン日章／立川建設㈲／㈲辰本実業／㈱田中工業／タナベ工業㈱／㈲谷口建材／㈱ダブ
ルナイン／中工㈱／㈱中国大家事務所／中国高速運輸㈲／㈲中国新聞 安中央販売所／㈲中国新聞 安南販売所／㈱中国ネット／㈲中国フック／中和建設工業㈱／（資）チヨダ石油
／㈲ツーワンエンジニアリング／㈲塚村美術／㈲塚本工業／㈲ツガワ／㈲綱場建設／㈲坪井抜型／㈲ティア広島／㈱テラダ／㈲テリトリー開発／天光木材産業㈱／㈱典礼社／㈲
ドゥー／㈲東成産業／東洋システムサービス㈱／東洋フォークリフト㈲／㈲東和商事／㈱土岐工務店／㈱杜師／櫟岡電気工事㈱／㈲永尾ボーリング／㈲ナカタ自動車／中谷物産㈱
／㈱ナカトミ／（税） 中野会計事務所／㈲中野会計センター／ナカハマホーム㈱／㈲中村化学広島／㈱ナガヤハウジング／㈲なつや／なでしこcab㈲／㈱ナビックスロードサイン／㈲
肉のマツバラ／㈲ニシオ／㈲ニシオカ／㈲西村自動車／西本化成㈱／㈲西本組／㈱ニッタン／㈱ニトロ／日本基準寝具㈱／㈱ニムラ／二村自動車㈱／ニムラホーム㈱／ニムラモー
ターランド㈱／ネイチャーエンジン㈱／㈲猫島自動車／猫本商事㈱／猫本タタミ工業㈱／㈲野地興産／㈲パートナー／ハイライフ印刷㈱／㈲ハウジングしなむら／橋本建設㈱／橋
本ホーム㈱／長谷川地研㈲／㈱八紘／㈲原産業／原田興産㈱／㈱バルコム／㈱バルコムエミュー／㈱バルコムカーズ／㈲バルコムソリューションズ／㈱バルコムロジプラン／㈲パ
レット中国／万里社㈱／樋口工業㈱／㈱ピュアリー／ヒロコン㈱／広島医療生活（協）／広島きれい㈱／広島銀行 古市支店／広島銀行 安支店／広島クライスラー㈱／広島高速交通
㈱／広島資源㈲／広島市信用組合 安支店／広島市農業（協）安支店／広島商銀 古市支店／広島信用金庫 古市支店／広島信用金庫 安支店／㈱広島設備開発／広島仏壇匠会／㈱
広島保険サービス／㈱宏眞／㈱広の島／広発工業㈱／㈲ファビス／㈱フィールドハウス／㈱フイル エ クチーレ／㈲フェリーチェ／㈱フォーブル／㈱福正建設／福美建設㈱／フジム
ラ工務店㈲／（医）ふじわら歯科医院／㈲フラットコム／㈱プレコ／㈱FLＥX＆CO.／㈱プローバ／プロテック／㈲ヘアメイクサロン遊楽／平和印刷㈱広島営業所／平和不動産販売
㈱／㈲報孝産業／（学）ほうりん学園 沼田幼稚園／（学）ほうりん学園 東野幼稚園／（学）ほうりん学園 安幼稚園／㈲ホームサービス植木／㈱ホクエイ／ホクエイ設備工業㈱／ほっか
ほっか亭 古市橋駅前店／(株)マイニング／㈲マエサコ／㈱マキハタ／㈲方基／㈱真末鉄工所／㈲松村／（責） マネジメント研究所／まるペットライフ㈱／㈲マルマチ硝子建材／まる
も㈱／㈲マンモト／㈲水谷商事／㈲光田工務店／港不動産㈱／宮川興業㈱／㈱宮川塗装／㈲ミヤコン／㈱宮崎産業／㈱宮本塗装コンサルタント／㈲明神企画／㈲むらおか／㈲村
上ビル／㈲村上林業／㈱村竹技術コンサルタント／（宗）明休寺／㈱もみじ銀行 古市支店／㈱もみじ銀行 安支店／㈲森下外装店／㈱森脇塗装／㈲靖栄産業／（学）安田学園／ヤナ
セ運輸㈱／㈲山一ビル商事／㈱ヤマエース産業／㈲山亀基礎／山口ケンパン㈲／やまぐち保険事務所／㈲山三工業／山田資産／ヤマヤス醤油醸造㈱／㈲友新住宅／㈱ゆめ空調
／美朱ドット／㈲陽弘商事／陽光商事㈱／㈲吉田仏壇金具製作所／㈱ラ・アンジェ／㈱ラブゴルフクラブ／㈲リーガオホーム／㈲リードコンサルタント／㈲リフォーム館／リベルテ
㈱／㈱緑島／㈱ルームプラス／㈲レモラ／㈲恋歌屋／㈲ワイアイ通商／㈲わかさ酒店／㈲渡設備／㈲ワン工社／【安佐支部】㈲アートスペースヒラノ／㈱ryu.m建装／（福）ＩＧＬ学園
福祉会 グループホームゆうゆう／（福） ＩＧＬ学園福祉会 第二ナーシングホームゆうゆう／（福）ＩＧＬ学園福祉会 ナーシングホームゆうゆう／（福） あさ／安佐印刷㈲／（学）安佐学
園 あさひが丘幼稚園／㈱安佐機工／㈲アサ産業／安佐住建㈱／安佐プラスチック工業㈲／安佐緑建㈲／㈱アステック／㈱安宅建設／淡野製作所㈲／安全久地タクシー㈲／㈲イ
ケモト／㈲石田鉄工所／㈲井手電気／㈱イトー／㈲今橋建具製作所／飯室産業㈲／イワモト／㈲ウィング／㈲上町商店／㈲ウタニ／㈱エムシス／㈱エンヴィジョン／㈲オオガキエン
ジニアリング／大田ゴム工業㈱／㈲大森自動車／㈲岡村鉄工所／㈱オガワ／㈲オダショウ／㈲織田プラスチック／㈲片山木材加工所／㈱カナチホーム／可部小野田レミコン㈱／カ
メダ塗工㈱／㈱木村瓦／㈱クリードホーム／㈲栗岡共栄薬局／㈲栗田／栗政電機産業㈱／クロダ加工㈲／（医）河野内科／㈲高良産業開発／㈲コーシンサプライ／小沢組／㈱こび
き／㈱コムズ／㈱コンフィア／㈱サイトウミクロ／㈱坂木商会総合自動車センター／㈲佐々木自動車工業所／㈲笹野石材工業所／㈱清／（農）三共グリーン／三協プラスチック工業
㈱／三和工業㈱／㈱ジール 安佐支店／㈱品川特殊製缶／下田自動車㈲／（医）秀陽会／（宗）称名寺／㈲白菊社／㈲信栄工業／㈱新生サッシ／㈱新中央交通／㈱鈴張建設／（福）鈴
張福祉会 鈴張保育園／㈲高木ダクト／㈱タケダ／武田工業㈱／田島運送㈲／㈲田辺建設／㈲玉井工業／中国施設工業㈱／（宗）長覚寺／㈱TSファシリティーズ／㈲ティエム／寺岡
石材工業㈱／㈱テラセキ／東邦工業㈱／東洋プラント工業㈱／㈱トップサービス／㈲中尾木材／㈲なかたストアー／なかみつ住宅設備㈲／㈲鳴本建設／㈲二井機工／㈲西川瓦店
／㈱西川ビックオーシャン／（宗）西正寺／㈲ニューウエルフェアー／㈱ハーブル／㈱ハーベスト／㈱柏松園／橋本塗装㈲／㈱長谷川機械／㈲花岡鉄工所／㈱早川鈑金工業／㈱原田
電業社／㈲ビーライフバングラ／東原産業㈱／㈲秀知産業／㈲平井石油店／広島安佐ゴルフクラブ／㈱広島クミアイ燃料／広島市農業（協）安佐支店／広島市農業（協）あさひが丘
支店／広島市農業（協）久地南支店／㈱広島製砥所／広島リース㈱／㈱フジイ／藤田工業／㈲藤吉建設工業／㈱プロテクノサポート／㈲増田機工／㈲松岡設備工業／㈲松下設備工
業／松田住建㈱／松原運送㈲／松山建設㈱／㈱マルシゲ／丸二製材㈱／㈲丸二緑地／㈲マルモト自動車／（宗）万福寺／㈱ミズト／㈱ミズト製作所／㈱三ツ平工業／㈲みなとテント
／㈲宮本木材／（宗）明法寺／㈱向井製作所／㈱ムラカワ／㈱メカトロ総合開発／㈱モルテン大分／㈱ヤマテック／㈱山根組／㈱宥免組／ユーメン醤油㈱／（宗）養専寺／㈲ライズ／
㈱ライフクリエート／㈱ランテック／鯉城サッシュ工業㈱／レーンマーク工業㈱／【可部支部】㈲愛／アヴォ㈲／㈲青葉食品／㈱秋月工業／ＡＸＩＡ／㈲アクティブ／安佐オート㈱／
㈲安佐環境／㈲安佐企業／㈲朝日給食／㈱アディヴ／㈱アトラクト／㈲アフタ・アドヴァンス／㈱アラウンド／Aｒaｔa㈱／㈲イー・ティ・エス・ササキ／㈱いこい／イチカワプラスチッ
ク㈱／㈱一膳／㈲伊藤木工／㈲今田機工／㈲イマダハウス工業／㈱入江呉服店／岩井内装／㈱上田工業／㈲栄光工芸／㈱エー・エス・エー／エコテックス(株）／㈱STカンパニー／
㈲エステック／㈱エヌ工房／㈲エヌ ワイ テクノ／㈱エムアイジー／㈱エムテック／㈱エリテック／㈱Ｌ,crew／㈲大下工芸／㈲大下産業／㈲大野建材／大林住設建材㈲／大林製材㈱
／岡藤機工㈲／㈲沖野商会／㈱落合製作所／㈱オフィス・アリア／㈱オフィスコーポレーション／㈱カー・ドクターＴ３／㈲輝電設／㈲かざぐるま／㈲梶川鉄工所／㈱勝木／㈱金本
商会／㈱可部街道不動産／（学）可部学園 可部幼稚園／可部ガス販売㈱／㈲可部河内建材／㈱可部自動車学校／㈲可部自動車センター／可部ふたば幼稚園／㈲可部不動産商事／
可部プラネットサービス㈱／可部縫製㈲／可部遊技業（協）／㈲上中工務所／㈲かめふじ／㈲川崎商店／川崎設備／カワシマ興産㈱／（学）河原学園 南原幼稚園／観行住建㈲／（宗）
願船坊／岸副石油㈱／㈲岸本牛乳 山本販売所／北広島トーヨー住器㈱／（医）吉川医院／㈲吉川建具店／㈱木村砕石／㈲共栄／㈲協栄太田石材加工／㈲共和／協和鉱業㈱／旭
鳳酒造㈱／㈱キングスエンタープライズ／串井木材㈱／串井ランバー㈱／㈱久野保険事務所／㈲久保工房／熊野商事㈲／㈱グリーンエンジニア／黒田タクシー㈱／（医）社団 恵正
会／（医）社団 敬正会 白石眼科医院／㈲ケンソー／㈲建人／光華プラスチック工業㈱／㈱こうこく／河内石油㈱／㈱河野／㈲広陽板金／㈲光琳館／㈱コセ／㈱児玉電工／㈲小林
不動産／㈲サイキ産業／境谷工業㈱／㈲境谷商店／㈲坂原建設／坂本土木㈱／㈱サクシード／㈲迫田工務店／㈱迫広砕石／㈲三栄資材／㈱三協ゴム／山陽運輸㈱／㈱山陽レック
／㈱シティワーク／㈱シトロン／㈲品川工業／㈱ジャパンエコサービス／㈲寿広山崎／勝永建設㈱／庄野塗装店／㈲昭和屋／白石酒造㈱／（医）仁医会 井口医院／（特非） 進学支
援ネットワーク広島北／㈲シンカワジュエリー／（医）社団 仁和会／進和建工㈱／端光商事㈱メディカルアイ／㈱末岡工業／鈴張運送㈱／㈲住田工業／（宗）誓立寺／㈱石豊／Zen  
Style㈱／（宗）専隆寺／㈱相互建物／第一コンテク㈱／㈱第一総合建設／泰海運輸工業㈱／太閤テックス㈱／㈲ダイショウ／タイトウ工業㈱／大宝医科工業㈱／㈱ダイヤス食品／
㈱大和興産／大和重工㈱／㈱大和スペース設計事務所／㈱大和トラスト／㈱大和プランニング／（学）武田学園 広島文教女子大学／（医）竹田眼科医院／㈱竹野下組／㈱竹藤ダクト
工業／㈲タケマサ／龍花学園 みいり幼稚園／谷口興業㈱／㈲谷商／㈱タマル自動車／㈲チクラ／（特非） チャレンジド元気／中央商工㈱／㈲中国新聞 可部北販売所／㈲中国新聞 
可部中央販売所／㈲中国新聞 可部南販売所／㈱中国デンタルサービス／（宗）超円寺／㈲司興業／㈲つかさランドリー／㈲つるかめ屋／ＴＧＭサービス／TEKDO㈱／㈲テクノス
タッフ／トイフィールド（協）／東亜建興㈱／㈲東邦産業社／（宗）徳行寺／㈱友鉄エナジー／友鉄工業㈱／㈱友鉄マシン／㈱友鉄ランド／㈱トラスト／中岡工建／㈲中島工機／㈲中
寿商会／中杉啓子／㈲中谷建設／㈲中友建設／㈲中道自動車／中村砕石㈱／中本建設工業㈱／㈱中本保険事務所／㈲二井谷呉服店／㈱西日本テック／西本金物㈱／（学）虹山学
園 虹山幼稚園／西山石材㈱／㈲日恵商事／㈱日本エコシステム／沼田建設㈱／㈲沼田商店／㈲野村自動車／㈱ノムラストアー／㈱ハーレーパーツあるじゃん／㈲ハウジングセン
ター／はおい工業㈱／㈲ハシモトサービス／㈱バスストップ／畑野洋一郎税理士事務所／㈲葉畑瓦商会／㈲ハルリゾート／（宗）東善坊／㈲ひかり建装／㈱ビクト／ビティー厨房サー
ビス／ビティー広島／㈱ヒラノアルミ工業／㈱ヒロキタ／広島ガス可部販売㈱／㈱広島北会計センター／広島北ビール㈱／広島銀行 可部支店／㈲広島経営管理センター／広島県
板金工業組合／広島市信用組合 可部支店／広島市森林組合／広島市農業（協）可部支店／広島市農業（協）亀山支店／広島市農業（協）三入支店／広島重電サービス㈱／広島信用金
庫 可部北支店／広島信用金庫 可部支店／㈱広島総合開発／㈲広島北部トラック給油所／㈱広島山大／（宗）福王寺／㈱フクマル／藤川アルミ㈱／㈲フジ技建／藤産業㈱／富士車
体㈱／㈲藤秀建設／（学）藤本学園 河戸こども園／㈱府中テンパール／㈲フドウ工業／㈱船本工業所／㈲フナヤマ商会／㈱プラス・エス／㈲プラス技研／㈱フラップリゾート／㈱フ
ルーツのしまだ／㈱プログレスコーポレーション／㈱冒険王／㈲ホームクリーン／㈱ホーム道路／㈲ホームドライアサヒ／㈲北部産廃／㈲北起興産／㈱ホリオカ／（宗）品窮寺／㈱マ
インズインターナショナル／㈱まごころサポート／㈱増田工務店／㈱ＭＡＳＭＯ／（福） まちや会／松尾ゴム㈱／㈱マツモト／（医）社団 松本歯科医院／㈱マテリアルサービス／㈲マ
ル井商事／㈱丸伸／丸伸企業㈱／㈱ミシロ／㈱ミツヤ広島工場／㈱三矢コーポレーション／㈱宮谷精工／㈱ＭＹＲＩＺ／㈲ミリオンオート広島／㈲村竹工業／㈲明雄機工／㈲メ
ディカルアイ／㈱メディカルケア／㈱メディカルサービス広島／㈱持田組／㈲持田地所／㈱もみじ銀行 可部北出張所／㈱もみじ銀行 可部支店／㈲もりもと／㈱矢後自動車整備工
場／八千代工業㈱／山岡歯科医院／㈱山口興業／㈲山田エッグファーム／山中事務所／ヤマモト美創㈲／㈱ゆたか／㈲吉岡鉄工所／㈲ヨシダ／㈱リープ／リペイントヒラタ／㈱リュ
ウケン／㈲良興／㈱リンケージ／【祇園支部】アース環境サービス㈱広島支店／㈱アイエスト／㈲愛車堂／㈲アキ工業／㈲秋本保工務店／㈱篤創庭舎／㈱荒木産業／飯束㈱／㈲イ
ガワ／㈱井川設備／㈱イケマル／㈲イシイ設計／（学）石田学園 広島経済大学／井辻食産㈱／伊藤印刷㈱／㈲いとう動物病院／㈲伊藤不動産／糸永鉄工㈱／㈱稲田／㈱上田電工
／㈱ＶＡＵＧ／㈱wall／㈲エア・サプライ広島／（合）A・K工房／栄昇工業／（学）AICJ 鴎州学園／㈱ＥＧＺ／㈱エスエス／㈲エス.ケー製作所／㈱ＭＳ／㈲エム・ティー・オー／大下産
業㈱／大地管財㈲／㈱大野鋼材／㈱オカモト／㈲沖マンション／㈲オニオズ／㈱オバラボード／㈱香川自動車／㈱亀井製作所／㈲亀・山・緑・園／㈲カワブ管財／㈲川本／㈱川本製
作所／祇園交通㈱／祇園町商工会／祇園電工㈱／祇園山崎ガス㈱／㈲きりい／栗田電気工業㈱／㈱クローバー建創／㈱ケイテン／㈲ケイ・ユー／Gateway Insurance㈱／㈲耕栄
産業／㈲公宝建設／㈲工房バルール／光立機工㈱／㈱紅菱住建／㈲コーポ木下／㈲コーポシバタ／コームサービス／小島紙器工業㈱／小僧建設㈱／小僧不動産㈱／㈱KODAMA
／小林商事㈲／紺谷興産㈲／財務サービス㈲／㈲サカコーポレーション／（合）サクセス／㈱佐々木工業／㈱佐々木銘木店／㈲サナイ緑化園／佐野電機㈱／三協興業㈱／㈱三建／
サンコウトラベル㈱／㈱サンセルモ玉泉院 長束会館／三相建設／三洋企業㈱／山陽ネオン㈱／㈲三和／㈲三和ユニーク／シグマ工業㈱／ジツリ㈱／㈲下野商店／㈱城北タクシー

／㈱ショウリョク機工／シルフィード㈲／志和電工㈱／㈲新栄倉庫／㈱信貴／（福） 信々会／㈱新谷／進藤建設㈱／進藤建設㈱／㈱スエノブ／ステック㈱／㈱スペーストライ／㈲須
山工業／㈱Seiwa／セキュリティ電工㈱／㈲セクトコンサルタント／㈲瀬戸内建設工業／㈲セフィアコーポレーション／園田商事㈲／㈱ＳＯＲＩ／第一エンジニアリング㈱／第一製
本印刷㈱／第一設計㈱／㈱大喜／大気テクノ㈱／㈱Taisei／㈲高田セメント製品工業所／竹板宏樹／㈲竹永建材店／㈱田島商店／㈲タナカシステム／㈲中国空調工業／㈱中国シ
イ・エス・ケー／㈲中国新聞 山本販売所／㈲司保温工業所／㈲ツキシマ企画／㈱ティーエス・ハマモト／（合）ディサービスDoたなか／㈲テクノコーキ／㈱寺本廣吉商店／㈲デンキの
ナカムラヤ／東亜商事㈱／堂本産工㈲／㈲戸川組／ときわ電設工業㈱／㈱トス／㈲トモエ／㈲巴紙工 住吉事務所／㈲中川ニス加工社／（宗）長束神社／㈱中西商店／㈲なかはら基
構／中元建材工業㈱／㈱ナチュラブ 広島営業所／西川物産㈱／㈲西日本商工／㈱西日本メディカル／西広島いすずサービス㈱／西本住設／㈲日栄／㈱日交道路／㈱日昌クリエイ
ト／㈱日進タクシー／㈲沼田電工／㈱野村／㈲野村組／㈲橋本奉仕堂／浜田木工㈲／㈲林薬局／㈱原田建工／㈱ＨＡＬムスイ／㈱バンブーハウス／㈲ビーエム／㈱ピー・エル・エム
／㈱美誠／㈲広島ウィンドー／広島銀行 祇園支店／広島銀行 山本支店／広島サンミラー販売㈱／広島市信用組合 長束支店／広島自動ドア販売㈱／広島信用金庫 祇園支店／広
島信用金庫 中筋出張所／広島信用金庫 長束支店／広島綜警サービス㈱／広島綜合警備保障㈱／広島日本電池販売㈱／㈱広島ブロック工業／（学）広島文化学園／㈲広島ベーカ
リー／㈱広島メディカルサービス／広島モータリゼーション㈱／広島螺旋㈱／㈱fukahori／㈲福本ビル／㈲藤川木工製作所／㈲フジ電設工業／㈲藤乃屋酒舗／㈱フジライト／古
田鉄工㈲／㈱プレミア・リング／平成生コン㈱／㈲本多塗装／㈲舞詩夢／前川印刷㈱／㈲前田管工／前田自動車㈱／ますだ自動車販売㈱／㈲マテリアル広島／㈲マネージメントプ
ロモート／㈱茉也／マルサン運輸㈱／㈱丸昇住建／㈱丸和／㈲三木ガラス／㈲三田製麺所／三葉塗装㈲／㈱峯土地／㈲宮川ガラス店／㈱宮下電工／㈱宮下電工／㈱明光電設／
（宗）明福寺／（医）メディカルパーク／毛利アークハード㈱／㈱もみじ銀行 祇園支店／㈱もみじ銀行 祇園中央支店／㈲森川電工／森下商事㈲／㈱モンテドール／㈱ヤスケン産業／
ヤマエ久野㈱広島支店／㈱山貴／山口銀行 祇園支店／（医）社団 山下会／ヤマダ工業㈲／㈱ヤマダ製作所／㈱大和屋／山本牧場㈲／㈱山本電設／㈲山本鈑金製作所／㈱優和／
ヨーガハウス㈱／㈱吉田／吉田工業㈱／㈲ヨシヒロホーム 長束出張所／㈲よたぶん／㈲余多分石材商／㈲ライズ／㈱ライフサポート広島／㈲鯉城カーボン社／㈲ワコウ商会／ワ
タナベ鋼建㈱／【高陽支部】㈲アイエス開発／㈱アイオライト／㈱アイ・テック／アイネットミツイ(有)／㈲アイ・ピー・エム／㈱安芸技研工業／㈲安佐商運／安佐商工㈱／㈲朝原建設
工業／アスピー㈱／㈱ＡＳＯＶＩＶＡ／アドヴァンス工業㈱／（医）社団 あと会／Atria ciffon cake／アナナス紀元㈱／㈲アピス祐実祐実／アフラック募集代理店 小川みつ江／アフ
ラック募集代理店 佐藤翠子／アフラック募集代理店 新川一良／㈲アミコーポレーション／㈱アローテック／㈲アンベルス トレイデイング／㈱アンリツ広島住器／㈱イーアールイー
／イーエヌコントロール㈱／㈱イーシーセルビス／五十嵐勝彦　(アフラック)／㈲石本石材店／㈲いずみや興産／㈲一心会／（医）社団 いでした内科・神経内科クリニック／㈲伊藤塗
装／㈱IVANKA／（弁）イマジン今枝仁法律事務所 安佐北支店／㈲インテリア家具秋末／インテリア丸装㈱／㈲ウィズエンタープライズ／（医）社団 うすい会／㈲栄美建装／㈱
AGS広島／㈲エスピーレボ／㈱エヌアールピージャパン／㈱エフ エム エス／㈲エムアンドケー／㈱MSCモリモト／㈱MMM／㈲エム・エム ヒラタ／㈲エムケーホーム／O.E.C／㈱
オークリー／㈱ＯＫＧ／㈱オーシャンズ／㈲オーディエムカンダ／㈲オカダ工務店／㈲オカムラ製作所／（農法）小河原養鶏組合／㈱沖和建設／㈱オクノ工業／㈲小田動物病院／㈲
越智建設／㈲折口塗装／香川商会／㈱カサノ工業／㈱カジヤマ／（医）社団  加藤会／金光興産㈲／㈱亀井組／カラモニーミツイ㈲／㈲かるが自動車／㈲カワカミ精工／㈲川原刃
物機工／㈲カンザカ／カンセイ／㈲キクプランドゥー／㈲技高社／㈲キッド／㈲キャリア／㈲協栄製作所／（宗）教円寺／（宗）教蓮寺／㈲清重商事／㈲口田調剤薬局／久保家具装飾
㈱／㈲久保ガス圧接／㈱クラフト／㈲グリーンエンジニアリング／グリーンオアシス㈲／グリーンライフ損保㈱／㈲クリスタル／クローバー／㈱ケイエス企画／芸信建設㈱／㈲芸備
商事／㈲Ｋ・Ｆ・Ｃ／㈲げんき会／㈱研創／㈱研創エンタープライズ／㈲Ｋｅｎ電気／㈲コア企画／㈲鋼建工業／広伸運輸㈱／㈱広成／合同事務所 安芸法測／㈱高陽ゴルフセン
ター／㈱高陽自動車学校／㈱高陽ドルフィン／㈱高陽物流／㈲光陽ボイラサービス／㈲広菱冷熱／㈱コズミック／コスモエンジニアリング㈱／こすも土地家屋調査士法人／㈱コダ
マサイエンス 広島営業所／㈲小林鉄工所／小夫家㈲／コンクリートコーリング㈱／㈲サイトウ／㈱栄建築事務所／㈲佐川工業／㈲佐々木運送／㈱サポートアイ／㈲サワニシ／㈲さ
わやか工務店／㈲山英電子工業／㈱三幸産業／㈲サンシ会／㈱サンネットワーク／㈱サン・プランニング／㈲山陽商事／㈱サンヨー／サンライズ運輸㈱／㈲Ｃ＆Ｃ安田／㈱ジェイ・ス
マイル／㈲ジェネックス／㈲シストコーポレーション／㈱旬彩館／㈲ジュンサプライ／尚魅建設／㈲白砂美装／（医）社団 白百合会／㈲真愛／晋てつ工業㈱／㈱新陽建設／㈲真和興
業／㈲新和興産／㈲須賀解体／㈲隅田商事／㈱SSSサポート／（学）清風学園 はすが丘幼稚園／㈲セイワ冷熱／㈱セフィロト／セブンイレブン 広島白木町店／㈱セブンティエイト
／㈱センゴク木材／（学）善徳学園 善徳寺幼稚園／創ダイニング㈲／㈱曾根川施工／㈲ターク／㈱代官山イヴァンカ／㈱大心／㈲ダイテック／大東都市設計㈱／太邦㈱／㈲タイ
ヨー樹脂／㈱タケオカ／㈱竹田敬奏建築／㈱田中工務店／㈱タナカ住建／谷口製作所／ダン環境設備㈱／㈲中国エアネット／㈲中国新聞 高陽北販売所／㈲中国新聞 高陽中央販
売所／㈲中国新聞 高陽南販売所／中国電装機材㈱／㈲長泉地／㈲ツインオート／㈲ティーアールエスシステム／㈱ティーエムオート／㈱テクノ／寺下工業㈱／㈲デルタフーズ／㈱
トーヨープロト／㈱トキワ／徳川ポンプ工業㈲／トチムラ自動車／㈲巴組／㈱トラスティサポート／㈱トラスト／㈱トラストエキスプレス／トリノメ建築設計／㈲中島工業／㈲中野大
三石材／㈱中美／（医）中村耳鼻咽喉科医院／㈲中村商事／㈱中山工業／㈱那須工務店／㈱西川之企業／㈲ニシノ／ニシプロ工業㈱／㈲西村製作所／㈱日設工業／㈲仁宮建材店
／㈲ネストイン／㈱バイストン・ウェル／㈲林設備工業／㈲パワーテック／㈱ＢＩＭ／㈲ビーエスサイクル／Be the light㈱／㈱ビーンズ広島／聖防水／㈲美装工芸／㈱ＢＩＧ ＳＥＴ／
㈲平田通商／平野組／㈲平松／㈱ヒロキュウ／広島うどん じん／㈱広島ガス圧接／広島急送㈱／広島緊急水道／広島銀行 高陽支店／広島銀行 高陽南支店／広島市農業（協）小
河原支店／広島市農業（協）落合支店／広島市農業（協）口田支店／広島市農業（協）深川支店／広島信用金庫 高陽支店／広島信用金庫 高陽ニュータウン出張所／㈲広島テクニカル
システム／広島日本電子工業㈱／㈲広島引越サービス／㈲廣田工業／㈲フィンフ／フォレスト 林邦博／深川生産森林組合／フジグラン 高陽店／(株)藤田エンジニアリング／㈲藤田
電設／㈱藤原／㈱プラコム 広島支店／㈲フリーク／㈱フリーダム／㈱BLUE SPRING／㈱ブルーズヘアー／㈱フレッシュフーズ／防蟻 ＷＡＫＡＮＯ㈲／㈲星野組／㈱前田アルミ建
窓／マエダ化成工業㈱／㈲マザーメイドランチ／㈲マスキング工業／㈱マツコウ／㈱マツコウハウス／㈲松村製作所／㈲マリモ写真工芸社／㈱まる賢／㈱マルコシ／㈱マルミ／㈲丸
山電業／㈲ミカサ工業／㈲ミコウ／㈱ミズウェル／㈱水口組／㈱ミツイ塗料／南内装表具店㈲／㈲ミハラ建具店／㈲宮田スチール工業／㈲向井空調サービス／㈲ムタ／㈲ムラソウ
／㈱もみじ銀行 高陽支店／㈱もみじ銀行 高陽ニュータウン出張所／㈲森國商会／守下電工㈱／㈲森原自動車商会／もりもと建窓／㈲野球鳥／㈲やぐちタクシー／㈲ヤスラ板金塗
装／㈲山直／㈲山二管工設備／㈱ヤマネ／㈱ユーエムエス／㈱横山製作所／吉井建設㈱／㈲吉輝／㈲米澤不動産／㈱米澤本店／㈱ライトグリーン／㈱利上／㈲鯉城ネット／リトル
マーメイド オオセド／㈲リフレッシュセンター／（医）社団 緑雨会／㈲ロイヤルジャパン／㈲ワイズ工業／㈱和田建設工業／㈲わたりだこ／【佐東支部】（同）アーク広島／㈱アイエス
／アイエム㈱／㈱アイコム／㈲ＡＳＡ.Ａ.Ｈ／㈲浅野／㈲アシスト／㈱アドバン／㈱井谷種苗園／㈱イチエＨＯＵＳＥ／㈲一心商事／㈱ウエスギ建築／（税）上原会計／Ｓ.Ｈ.Ｋ㈱／㈲
エスエスシール／㈱エヌエー／㈲エヌエー企画／㈲エフオー技建／㈱エルカエル／㈱エルグ／㈱オオノエンジニアリング／大平商事㈱／㈱オガワ設計技術／㈲オキタコーポ／薫建設
工業㈱／㈲金尾／㈲カネイチ／川井建設㈱／岸本電工㈱／㈱ギフトサカイ／㈱熊本造園デザイン／㈲クモズ自動車／㈲グランディール／グリーンウェル㈱／㈲グリーンキャド／グ
リーンコープ（生協）ひろしま／㈲クリエイト・エム／（医）恵愛会／㈱ケイ・エス企画／芸美運送㈱／㈱芸備不動産／㈱芸北造園土木／㈲健和興業／㈱広松／㈲光真／交通企画㈱／
㈲広陽運送店／光陽興産㈲／㈲サカイ建設／㈱笹岡／㈲佐藤塗装工業／㈱サニーテック／㈱サニクリーン中国 広島北支店／㈲サンエム／㈲サンキュー／㈱サンテクノス／サン電
機㈱／サン電通㈱／㈱サンパティーク／㈲サンプラン／山陽開発㈱／三和電業㈲／㈲ジィーエム／㈱ジーバーソン／㈱ＪＳＡコンサルタント／シバタ工業㈱／㈲シュウコウ／㈲常通／
㈱城南交通／㈲城南商会／㈱上楽／（宗）浄楽寺／㈲新庄電工／㈱新生サービスセンター／眞生ホーム㈱／㈱眞電／㈲新広島塗研／㈱シンモト自動車／㈱シンモト農園／㈱酔心 流
川店／㈱酔心 毘沙門店／㈲砂田建装／㈲青幻／㈱せせらぎ／㈲セレブイン／（宗）専蔵坊／曽里舗装㈱／㈲第一急送／第一車輌㈱／㈲タイプ・ツー／太陽石油㈱中国支店／㈱大和
エンジニヤリング／㈲タカサキ／㈲高津屋／高野運送㈲／㈲田川商店／㈱タクモ／㈲タッケン／㈲立道石材工業／㈲タマイ・ツール／㈲タマダ／㈲タメヒロ興産／㈱チウラ／㈲中国
新聞 古市東販売所／㈲中国新聞 緑井販売所／㈲中国新聞 八木販売所／㈱佃ポンプ店／㈲ツネモト／㈲椿原産業／㈱テイエイエス／㈱テイケイスタイル／㈱テイケイ西日本 北部
支社／㈱天満屋 広島緑井店／土井建設㈲／㈲東亜自動車／㈲トーイン物流サービス／㈱ト－タルネット／中尾工業㈲／中道酒造㈱／㈱ナカムラ／中山マシン㈱／㈲ナナオ産業／
西日本高速道路エンジニアリング中国㈱広島支店／西日本高速道路パトロール中国㈱／西本建設㈱／日化ポリマー中国㈱／ニッコウ特販㈱／日光陸運㈱／㈱ＮＩＣＣＯ／㈲ニッ
コー興産／日進商事㈲／日本鉱泉㈱／日本サカス㈱／㈲二森産業／㈲ねずみや／㈱農協プロパンセンター／㈲畠岡商事／㈲原善／㈲バンセイ／㈱ピービー／㈲比嘉フロアー／毘沙
門通り商店街振興組合／㈱ビルクライム／㈱広島アグリシステム／㈲広島音楽センター／広島ガラス建材㈱／広島ガラス建材トーヨー住器㈱／広島銀行 緑井支店／広島県清涼飲
料工業（協）／広島市農業（協）川内支店／広島市農業（協）緑井支店／広島市農業（協）八木支店／広島信用金庫 緑井支店／広島信用金庫 八木支店／広島第一ブロック（協）／広島
漬物㈱／広島道路施設㈱／㈲広島ミドリスイミングクラブ／広発ブレイン㈱／㈱フォー・アンツ／㈱フォーション／フォーレック㈱／㈱プラスエス／プリオテクノ㈱／平安祭典 広島
北会館／㈱ホックミュージックグループ／㈲正木設備／㈲ますだ／㈲松岡不動産／㈱マックス／松実興業㈱／㈲丸幸物流／丸宏青果㈱／㈲ミカワタイヤサービス／㈲みどりい／㈱
緑井会計事務所／緑井まちづくり㈱／㈲ミヤタ／㈲宮原商店／㈱メイト／㈱モーデックスアルファ／㈱もみじ銀行 緑井支店／㈲森喜／㈱森下電設工業／森末辰彦税理士事務所／㈲
八木アルミ建材／八木興産㈱／八木地所㈱／㈲山口建築工房／㈲山政／㈱ユーアイ設計／㈲ユーアイテック／㈱横山住建／㈲ラームー／㈱ラバモント第二工場／㈲らんど工房／
（医）社団 緑青会／【沼田支部】㈲アイ・エンジ／アイトフース㈱／（特非） あおぞら子供神楽／㈱安芸グリーン企画／㈱アフィス／㈱アンフィニ 広島西風新都店／㈲石岡工業／石見
工業㈲／㈲ウエストヒルズ／㈱上万糧食製粉所／ＨＲＴ㈱／㈱エコデザイン工房／㈱ＮＳＢ／㈲大上家具工業／㈱オーディエム／㈲奥田工作所／㈱奥田鉄工所／㈱オメガ電工／㈱
がいこう屋／㈲珈々／加藤建築金物㈱／川中醤油㈱／㈱楠建／㈱ケーツーエス／（学）広陵学園 広陵高等学校／㈱ＧＯＫＥＮ／㈲コートダジュール／（医）社団 佐々木整形外科クリ
ニック／㈲サワ建具工芸／㈲サンキ工業／三建テック㈱／㈱サンテック／㈱三洋基礎／㈱山陽プラント／三和テクノス㈱／㈲ジール工業／㈱シバタ建築工房／㈲下田呉服店／（学）
修道学園 広島修道大学／翔インテリア㈱／㈱正堂／（医）信愛会／㈲新日本気球／㈲新友／（宗）専念寺／（同）田上組／㈲竹田モータース／㈲田中商店／㈱田村建設／㈲ツムギ工
務店／㈱ティーエム／㈱天王／堂本食品㈱／東洋リフト製造㈱／㈲冨田組／（福）伴福祉会 とも認定こども園／伴丸共木材㈲／中島産業㈱／㈱ナカモト／㈱西川製作所／西広島開
発㈱／㈱西本建設／㈲日同／沼田建材㈱／㈲沼田ゴルフセンター／㈱沼田総合印刷／沼田町商工会／（特非）沼田まちづくり協議会／パークフロント開発㈱／㈲濱本美塗工業／原
正産業㈲／㈲バラ電設／㈲平岡ファミリー／㈱ひろ建築オフィス／広島銀行 沼田支店／広島金属工業（協）／㈱広島ケロシンサービス／広島市農業（協）伴支店／広島市農業（協）戸
山支店／広島市北部造園（協）沼田営業所／広島信用金庫 沼田支店／広島スチール工業㈱／㈲広島テレシステム／㈱広島美建／㈲広島福祉機器／㈲ファミリーケア／㈱藤三／㈱藤
広農機／㈱不動研／㈱プラス・デコレー／㈱BESS廣岡／㈱部谷工務店／豊永設備工業㈱／㈱豊昇／（宗）法隆寺／㈲ホンダ工業／㈲松浦住宅／㈲丸福運送／㈲ミズノダクト／㈲宮
本プロパン／㈲ミユキメンテナンス／明和工業㈲／㈲メタルクラフト／㈲モトランド広島／㈱もみじ銀行 沼田支店／㈲森川石油店／㈲安中央タクシー／柳川建設㈱／山口園芸㈱／
㈱ゆうこう／㈱ゆうしん／㈱ゆうしん パークフロント薬局／㈲吉岡自動車／㈱LAUGHTER／レフティーネット志茂／㈲若元工業／【北広島町支部】㈲アイティーエヌ／㈲青木ケ原牧
場／安芸北森林組合 北広島支所／阿坂モータース㈱／あさみ工業㈱／㈲あすなろ／㈲有間工業／（宗）安養寺／㈱石川建設／㈲石原樹脂工業／（農）石本農場／㈲出上建設／㈲岩
野農機商会／㈱ウエダ／㈲上田産業／㈲宇川商店／（農）うづつき会／エコテクノ㈱／可愛川漁業（協）／㈱エムジー・カーズ千代田／（宗）圓立寺／大朝運送㈲／大朝建設㈱／㈲大朝
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※登録時の社名を記載しています。変更等がありましたら、事務局へご連絡願います。（38ページ参照）
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　新年あけましておめでとうございます。
　この度は、法人会報「ひろしま北」１００号を迎えられましたこと心よりお喜び申し
上げます。
　法人会はよき経営者をめざすものの団体として、会員の積極的な自己啓発を支
援し納税意識の向上と企業経営および社会の健全な発展に貢献されています。
　税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税
制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定され

た納税義務の適正な実現を図ることを使命として業務を行っています。税理士会の会則には、租税教
室等、公益活動に関する施策があり、法人会の目的に共通する点もあります。これからも広島北税務団
体連絡協議会を通じて、継続して社会貢献活動の実施に協力させていただきます。
　今後の広島北法人会の更なる発展を祈念いたします。

　（公社）広島北法人会 会報「ひろしま北」は昭和５７年に刊行されて以来、今回
の春号で100号を迎えることになりました。これ迄の「ひろしま北」に関わってこら
れた先人のご努力に心から敬意を表しますとともにお祝いを申し上げます。また、
会報各発行に関しては各支部の広報委員の皆様に複数回にわたり広報会議に
ご出席いただき、会報の内容を細かく検証して頂いたり原稿のご依頼をお願いし
て頂いたり、また表紙の写真の収集などと大変なお手間を掛けて頂いておりま
す。改めて御礼を申し上げます。

　「ひろしま北」は現在、秋、春号の年2回の発行を行っておりますが、広島北法人会の諸行事や各支
部の活動報告そして青年部会、女性部会の活動報告等また会員企業の紹介などとその時期その時
期の活動や旬な情報等をわかりやすく会員の皆様にお伝えすることを念頭に制作しております。
　会報「ひろしま北」の役割は当会の活動の記録と情報の伝達にあると考えております。これからもより
一層会員の皆様の目に留めて頂ける会報作りをしていきたいと思いますのでご支援、ご鞭撻のほど宜
しくお願いい申し上げます。最後に会員各企業の益々の発展とご多幸をお祈り申し上げます。

 　此度は１００号記念おめでとうございます。弊会は法人会様には格別のご支援を賜わり、中
学生を対象とした「中学生の税に関する作文と書写」の募集、表彰に関しましては絶大なご協
力をいただいたおります。この場をお借りして衷心より御礼申し上げます。又、７年前より法人会
様が中心となられ発足しました税務団体連絡協議会は、設立当時の佐々木会長様、それから
大前会長様、そして現会長の境谷会長様とそれぞれに強力なリーダーシップを発揮され、広
島国税局管内５０税務署中の中でもトップクラスの活動をリードされています。今日、税務関連
団体単体ではなしえない納税道義の高揚活動に於いても、小中学校の租税教室を始めイオ

ンモールでの書道パフォーマンス等においても地域に根ざした社会性の高い活動をされていることは、税団協の
良き導となっております。今後とも地域社会の納税道義高揚のリーダーとして活動いただけます事を心より願って
おります。おめでとうございました。

　会報「ひろしま北」100号記念誌の発行にあたり、衷心よりお祝いを申し上げます。
　昭和57年9月、第1号「社団法人創立記念号」を発行以来、公平で健全な税制の
実現に向け、税の啓発・税制改正の内容、また、地域の事業活動など、毎号時機を
得た記事や親しみやすい紙面を提供されておられるご努力に対し、深甚なる敬意を
表します。
　私ども青色申告会と組織は異なるものの、税のあるべき姿や将来像を見据えた
建設的な提言、次代を担う児童・生徒の皆さんに対する租税教室の開催、小学生

を対象に税をテーマにした絵はがきコンクールの実施など、企業や社会に貢献する活発な活動は、国
の根幹ともいえる「税」の分野を中心に活動する同じ団体として、大変心強く感じているところです。
　結びになりますが、境谷会長をはじめ役員並びに会員各位の今後のますますのご発展とご活躍を祈
念し、お祝いの言葉といたします。

広報委員長
山本　健一

創刊100号にあたり

祝　辞

祝　辞

中国税理士会
広島北支部　支部長
花本　浩樹

広島北納税貯蓄組合
連合会　会長
津田　宏

法人会報「ひろしま北」100号記念誌の発行に寄せて

広島北税務署管内
青色申告会連合会　会長
丸山　修

広島北間税会
会長

真木　徳美

祝　辞
　７年前に当時の土肥署長の呼びかけで法人会の当時の佐々木会長が中心とな
られ現在の税団協が誕生しました。税団協が出来る前まではそれぞれに税務署の
ボランティアとして活動し、互いの存在は知りながらも、個別に活動をしていましたの
で、租税教室の開催一つをとっても、広島北税務署管内の小中学校での開催実績
も伸び悩んでいる状況でした。
　税団協発足後に各団体の会長、副会長と税務署幹部との意見交換会や懇親会
を重ねる事により、互いに各団体の活動状況を知り、心理的に協力関係が生まれ具

体的な成果へと発展して参りました。特に間税会でも支援活動を始めていた広島北納税貯蓄組合連
合会による「中学生の税に関する作文と書写」の応募数が広島国税局管内５０署中、５年連続第一位
と言う実績が作れたのは広島北法人会様の強力なご支援の賜物であったと確信しています。また、署
内の小中学校での租税教室の開催実績も局管内トップクラスとなってまいりました。法人会様の更な
るリーダーシップを祈念しております。100号本当におめでとうございました。
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