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ア
行 

株式会社アスカネット デジタル画像処理・個人向け写真集の製造販売等 

アルタン株式会社 抗ウイルス製品製造販売 

アヲハタ株式会社 食品製造業 

イームル工業株式会社 製造業 

株式会社石﨑本店 自動車部品製造、板ガラスの加工、販売 

株式会社岩井商会 商社、技術コンサルタント 

ウシオ電機株式会社 ランプ製造 

株式会社エブリイホーミイホールディングス 小売業 

ＮＳウエスト株式会社 製造業、自動車部品、メータセット 

太田豪樹 個人 

株式会社音戸工作所 自動車部品製造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
カ
行 

貝印株式会社 メーカー（カミソリ、包丁、ツメキリ、医療用メス等） 

株式会社カタオカ 水産塩干物製造卸売（チリメン、イリコ、煮干） 

カワソーテクセル株式会社広島工場 気密接合製品、ヒートシンク製品の設計・製造 

株式会社キーレックス 輸送用機械器具製造業 

株式会社北川鉄工所 製造業 

北広島町役場 企画課 事務 

近畿大学工学部 教育研究機関（私立大学） 

株式会社久保田鐵工所 輸送用機械器具製造業 

株式会社熊平製作所 セキュリティ機器製造 

倉敷紡績株式会社 技術研究所 繊維製造 

株式会社栗本ホールディングス 経営管理（建設業、環境事業、農業） 

クリヤマホールディングズ株式会社 持ち株会社（子会社は、ゴム、樹脂、ホース製品等の製造、販売、施工等） 

呉工業高等専門学校 協働研究センター 教育研究機関 

財団法人くれ産業振興センター その他（財団法人） 

呉信用金庫 金融業 

株式会社ケーシーエル 建設業（建築、リフォーム、電気通信）、仮設資材のレンタル・リース、警備業 

株式会社研創 金属製品製造業 

光伸産業株式会社 金属表面処理加工 

独立行政法人国際協力機構（JICA）中国国際センター 政府開発援助事業 

株式会社東風上商店 資源リサイクル業 

株式会社寿エンジニアリング 半導体関係部品/生産設備開発・製造 

有限会社寿木工 木製品加工業 

コベルコ建機株式会社 建設機械開発・製造・販売 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
サ
行 

株式会社サタケ 食品産業総合機械及び食品の製造販売 

Satyam-Venture Engineering Services Private Limited AUTOMOTIVE ENGINEERING SOLUTIONS 

国立研究開発法人産業技術総合研究所中国センター 研究機関 

三建産業株式会社 建設業、設備（工業炉）の設計・施工 

株式会社サン・テクトロ 電子機器等設計製造 

株式会社サンポール 景観商品、旗ポールの製造販売 

山陽工営株式会社 産業廃棄物処理業 

三洋貿易株式会社 商社（自動車部品・原材料等） 

株式会社ジーシー 歯科材料及び関連歯科機械・器具の製造販売 

シグマ株式会社 自動車部品・防犯装置・レーザー傷検査装置 製造販売 

独立行政法人酒類総合研究所 研究機関 

しょうばら産学官連携推進機構  

株式会社シンコー 機械製造（ポンプ・蒸気タービン製造） 

新中央工業株式会社 金属製品製造業 

鈴木雅士 個人 

住野工業株式会社 自動車部品（プレス）製造 

西邦エンジニアリング株式会社 破砕機等環境設備機器の設計製作販売・修理 

株式会社瀬野川鉄工所  

世羅町役場 地方自治体 

 株式会社ダイキエンジニアリング 人財派遣事業 

ダイキョーニシカワ株式会社 自動車用プラスチック部品製造業 

株式会社ダイクレ 製造業 

大和重工株式会社 鋳物製造業 

竹原商工会議所 総合経済団体 

中央工業株式会社 鍛造 

中外テクノス株式会社 計測サービス、機械設計 

中国化薬株式会社 化学工業 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
タ行 

中国コイケ株式会社 小売業 

中国経済産業局 その他（国の機関） 

中国経済連合会 その他 

公益財団法人ちゅうごく産業創造センター その他（財団法人） 

社団法人中国地域ニュービジネス協議会  

中国電力株式会社 エネルギア総合研究所 電気事業 

公益財団法人中国電力技術研究財団 その他（公益財団法人） 

中国塗料株式会社 塗料製造業 

株式会社ツチヨシ産業 鋳造材料製造・販売 

帝人株式会社 繊維 

株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社 機械、電気、電子、組込制御における研究開発分野や商品開発分野への技術サービス 

テラル株式会社 ポンプ・送風機・給水装置・ろ過装置等製造販売 

デリカウイング株式会社 食品製造業 

デルタ工業株式会社 自動車用部品製造 

株式会社電通国際情報サービス 情報、通信業 

東友会協同組合 自動車部品、金型、装置等の製造業の協同組合 

トーヨーエイテック株式会社 製造業（製品：工作機械・自動車部品・表面処理） 

株式会社東洋シート 車用シート及び幌の開発及び製造 

戸田工業株式会社 化学工業 

国立大学法人鳥取大学 産学・地域連携推進機構 国立大学（教育機関） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナ
行 

公益社団法人内外いくえい会 その他（公益社団法人） 

中島 泰孝 個人 

株式会社ナガ・ツキ コンクリート二次製品製造業 

南条装備工業株式会社 自動車用内装部品製造業 

株式会社ニイテック HR R&D事業部 自動車部品製造業 

西川ゴム工業株式会社 自動車部品 

株式会社にしき堂 和洋菓子製造販売 

株式会社ニシキプリント 印刷業 

日プレ株式会社 プレス金型、環境施設 

ニッコー機材株式会社 製造（鋳造）、卸売業 

株式会社日本クライメイトシステムズ 自動車用空調機器等 

日本産商株式会社 卸売業（工作機械・産業機械等） 

日本写真判定株式会社 公営競技上の運営、競技場運営に付随する製品開発および運営 

株式会社ネクサス 保険薬局 

株式会社猫島商店 食料品製造・販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ハ
行 

廿日市市 地方自治体 

廿日市市商工会議所 地域経済団体 

株式会社濱田製作所 産業機械製造業 

東広島市役所 地方自治体 

東広島商工会議所 経済団体 

株式会社ビルマックス 産業機械・建設機械のレンタル 

ヒロコン株式会社 システム開発 

広島アルミニウム工業株式会社 自動車部品製造（輸送用機械器具製造）、ミッションケース、インテークマニホールド他 

広島ガス株式会社 ガス事業 

広島化成株式会社 ゴム・プラスチック製品製造販売 

株式会社広島銀行 法人営業部 銀行業 

広島県 自治体 

一般財団法人広島県環境保健協会 その他のサービス業（人間ドック、各種環境分析・調査など） 

広島県立総合技術研究所 公設試験研究機関 

一般社団法人 広島県中小企業診断協力会 中小企業経営支援 

株式会社広島元気いっぱいプロジェクト 健康運動指導 

広島工業大学 大学 

ひろしま国際センター 国際交流団体 

広島国際大学 大学 

公益財団法人ひろしま産業振興機構 その他（公益財団法人） 

広島市 経済観光局 地方自治体 

広島商工会議所 経済団体 

広島市立大学 社会連携センター 大学 

広島信用金庫 金融業 

広島大学・千田塾 同窓会 

一般社団法人広島大学工学同窓会 広島大学工学部・工学研究科ｌ卒業生の同窓会活動 

株式会社広島テクノプラザ 産業支援（研究開発支援、人材育成、産学官交流） 

株式会社ヒロテック 輸送用機械器具製造業 



 株式会社フェニックスバイオ 受託試験サービス 

福原産業株式会社 砕石業 

福山商工会議所 経済団体 

福山市役所 経済環境局 経済部 産業振興課 地方自治体 

富士機械工業株式会社 製造業 

府中商工会議所 その他の団体 

株式会社petapeta 手形アートのサービス提供 

ベンダ工業株式会社 自動車部品製造業 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

マ
行 

マイクロンメモリジャパン株式会社 最先端DRAM製品の開発と生産 

牧野 俊昭 個人 

マツダ株式会社 自動車製造販売 

株式会社マツダＥ＆Ｔ 自動車のデザイン・開発（設計/解析/実験）・生産・販売 

マツダエース株式会社 総合サービス 

マナック株式会社 研究所 化学薬品製造業 

丸井産業株式会社 建築金物製造販売業 

株式会社御池鐵工所 製造業 

三菱レイヨン株式会社 研究開発統括部 化成品、樹脂、繊維の製造及び販売 

三次市 地方自治体 

株式会社もみじ銀行 金融業 

 
ヤ
行 

ヤスハラケミカル株式会社 化学工業 

株式会社山口製作所 プラント製造業 

株式会社ユーシン 自動車部品製造 

 
ラ
行 

理化学研究所 生命機能科学研究センター 研究機関 

ラボテック株式会社 軽量証明事業、分析装置製造 

レジナス化成株式会社 化学工業（合成樹脂接着剤の加工及び製造） 

ワ
行 

湧永製薬株式会社 製造業 

 


